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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

売上高 (百万円) 27,809 25,617 22,899 29,864 32,859

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △596 △210 267 549 795

当期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) △665 2,071 605 489 711

包括利益 (百万円) ― 2,071 680 489 711

純資産額 (百万円) 4,687 6,759 7,439 7,928 8,562

総資産額 (百万円) 17,135 18,230 17,103 22,317 21,404

１株当たり純資産額 (円) 60.44 87.15 95.93 102.24 110.42

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) △8.57 26.70 7.81 6.31 9.17

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ─ ─ ─ ― ―

自己資本比率 (％) 27.4 37.1 43.5 35.5 40.0

自己資本利益率 (％) △13.2 36.2 8.5 6.4 8.6

株価収益率 (倍) △4.3 3.5 10.4 11.9 13.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 822 1,999 1,946 16 468

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 0 △32 △33 △6 △35

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,009 △907 △220 526 △639

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 3,552 4,612 6,305 6,841 6,635

従業員数 (名) 489 454 440 433 436
 

(注) １　売上高には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

売上高 (百万円) 23,594 22,786 19,135 25,496 28,682

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △677 △249 128 380 627

当期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) △733 2,045 538 401 649

資本金 (百万円) 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886

発行済株式総数 (千株) 77,606 77,606 77,606 77,606 77,606

純資産額 (百万円) 4,192 6,238 6,850 7,251 7,823

総資産額 (百万円) 15,857 17,030 15,704 20,330 19,665

１株当たり純資産額 (円) 54.05 80.43 88.33 93.50 100.88

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

― ─ ― 1.00 1.50

(―) (─) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) △9.45 26.37 6.94 5.17 8.37

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ─ ─ ─ ― ―

自己資本比率 (％) 26.4 36.6 43.6 35.7 39.8

自己資本利益率 (％) △16.1 39.2 8.2 5.7 8.6

株価収益率 (倍) △3.9 3.6 11.7 14.5 14.6

配当性向 (％) ─ ─ ― 19.3 17.9

従業員数 (名) 405 369 358 348 353
 

(注) １　売上高には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社の創業は、大正９年３月、佐田徳蔵が前橋市に土木請負業および建設材料販売を業とする佐田組を起こしたこ

とに始まり、佐田一郎から佐田武夫、市ヶ谷隆信と社長が引継がれ、平成20年6月より、現社長荒木　徹が就任し、今

日に至っております。

昭和24年10月に資本金２百万円の佐田建設株式会社を設立し、平成26年３月時点資本金は18億８千６百万円となっ

ております。

設立後の主な変遷は次のとおりであります。

昭和24年10月 東京支店開設

昭和24年12月 建設業法により建設大臣登録

昭和35年９月 埼玉支店開設

昭和37年８月 東京証券取引所市場第二部上場

昭和37年９月 本社所在地変更(新所在地　前橋市北曲輪町71番地)

昭和41年10月 大阪支店開設

昭和46年３月 本社所在地変更(新所在地　前橋市元総社町一丁目１番地の７)

昭和48年11月 東京証券取引所市場第一部上場

昭和49年３月 建設業法の改正により特定建設業者として建設大臣許可(特－48)第3567号、一般建設業

者として建設大臣許可(般－48)第3567号の許可を受けております。

昭和50年７月 宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第2111号の免許を受け

ております。（免許換えを行ない群馬県知事免許(1)第7067号となっております）

昭和57年７月 宇都宮出張所を宇都宮支店に改称

昭和62年５月 ㈱リフォーム群馬設立

昭和62年５月 ㈱リフォーム埼玉設立(彩光建設㈱に改称)

平成元年４月 水戸支店開設

平成５年７月 佐田道路㈱設立

平成８年12月 名古屋営業所を名古屋支店に改称

平成12年12月 埼玉支店と関東支店を統合し、さいたま支店に改称（関東支店閉鎖）

平成13年３月 前橋機材センターと桶川機材センターを統合（桶川機材センター閉鎖）

平成16年３月 栃木支店開設（宇都宮支店閉鎖）、茨城支店開設（水戸支店閉鎖）

平成16年10月 佐田道路㈱、㈱島田組、㈱リフォーム群馬、彩光建設㈱、㈱前橋機材センターの５社を

連結子会社としております。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社５社で構成され、建設事業（土木関連セグメント・建築関連セグメント）を

主な内容とした事業活動を展開しております。

当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

 

建設事業

当社グループは建設工事の受注・施工及びアスファルト合材等の販売を行っている他、㈱前橋機材センターは建設

資機材の賃貸事業等を行っております。

 

《事業の系統図》
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)       

佐田道路㈱ 群馬県前橋市 50 土木関連 100.00 ―
建設工事の受注並びに施工協力を
しております。
役員の兼任　１名

㈱島田組 群馬県桐生市 60
建築関連・
土木関連

100.00 ―
建設工事の受注並びに施工協力を
しております。
役員の兼任　１名

㈱リフォーム群馬 群馬県前橋市 20 建築関連 100.00 ―
建設工事の受注並びに施工協力を
しております。
役員の兼任　１名

彩光建設㈱
埼玉県さいたま市
大宮区

20
建築関連・
土木関連

100.00 ―
建設工事の受注並びに施工協力を
しております。
役員の兼任　１名

㈱前橋機材センター 群馬県前橋市 50
建築関連・
土木関連

100.00 ―
建設資機材の購入及び賃貸等をし
ております。
役員の兼任　１名

 

(注)「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成26年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

土木関連 131

建築関連 166

兼業事業 27

全社共通 112

合計 436
 

(注)　１　従業員数は、当社グループから他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員であります。

２　当社及び連結子会社は、単一事業分野において営業を行っているため、小分類である土木関連・建築関連

及び兼業事業に区分して記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与

平成26年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

353 46.2 24.3 5,178
 

 

セグメントの名称 従業員数(人)

土木関連 111

建築関連 144

兼業事業 3

全社共通 95

合計 353
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　当社は、単一事業分野において営業を行っているため、小分類である土木関連・建築関連及び兼業事業に区

分して記載しております。

 

(3)　労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。また、労使関係についても特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和策により円安・株価上昇が進行

し、企業収益や雇用・所得環境が改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

建設業界におきましては、公共投資は震災の復興需要を中心に増加し、民間設備投資においても企業収益の改善

や消費税引き上げ前の駆け込み需要により増加するなど、建設投資は堅調に推移しました。

当社グループはこのような状況下、経営資源を集中し受注と利益の向上に全力で取組んで参りました。

この結果、当連結会計年度の連結業績は、受注高は土木関連102億9千6百万円（前期比9.0％増)、建築関連247億5

千5百万円(前期比19.7％増)、兼業事業6億4千万円(前期比10.7％増)となり、合計で356億9千1百万円(前期比16.2％

増)となりました。

売上高は、土木関連96億2千万円(前期比14.0％増)、建築関連225億9千9百万円(前期比8.4％増)、兼業事業6億4千

万円(前期比10.7％増)となり、合計で328億5千9百万円(前期比10.0％増) となりました。

繰越高は、土木関連64億3千5百万円(前期比11.7％増)、建築関連115億3千9百万円(前期比23.0％増)となり、合計

で179億7千5百万円(前期比18.7％増)となりました。

営業損益につきましては、売上高の増加と工事原価の圧縮などによる完成工事総利益の改善努力により、7億9千2

百万円(前期比43.0％増)の営業利益となりました。これにより、経常損益も7億9千5百万円(前期比44.6％増)の経常

利益となり、当期純損益も7億1千1百万円(前期比45.3％増)の当期純利益となりました。

当社の業績につきましては、受注高は土木関連91億4千9百万円(前期比7.2％増)、建築関連206億8千4百万円(前期

比16.6％増)、兼業事業6億8千1百万円(前期比16.9％増)となり、合計で305億1千5百万円(前期比13.6％増)となりま

した。また、工事関係の受注高の工事別比率は、土木関連30.7％、建築関連69.3％であり、発注者別比率では、官

公庁工事42.0％、民間工事58.0％であります。

売上高は、土木関連86億7千5百万円(前期比14.5％増)、建築関連193億2千5百万円(前期比11.5％増)、兼業事業6

億8千1百万円(前期比16.9％増)となり、合計で286億8千2百万円(前期比12.5％増)となりました。また、工事関係の

売上高の工事別比率は、土木関連31.0％、建築関連69.0％であり、発注者別比率では、官公庁工事35.6％、民間工

事64.4％であります。

繰越高は、土木関連61億4千1百万円(前期比8.4％増)、建築関連103億2千9百万円(前期比15.1％増)となり、合計

で164億7千万円(前期比12.5％増)となりました。また、工事関係の繰越高の工事別比率は、土木関連37.3％、建築

関連62.7％であり、発注者別比率では、官公庁工事51.2％、民間工事48.8％であります。

営業損益につきましては、売上高の増加と工事原価の圧縮などによる完成工事総利益の改善努力により、5億4千3

百万円(前期比65.0％増)の営業利益となりました。

経常損益は6億2千7百万円(前期比65.1％増)の経常利益となり、当期純損益も6億4千9百万円(前期比61.8％増)の

当期純利益となりました。
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セグメントの連結業績（相殺消去後）を示すと、次のとおりであります。

（土木関連）

土木関連の受注高は、前期に比べ8億5千4百万円増加し102億9千6百万円（前期比9.0％増)となりました。売上高

は、前期に比べ11億8千3百万円増加し96億2千万円（前期比14.0％増)となり、売上総利益は、前期に比べ6千9百万

円減少し7億4千5百万円（前期比8.5％減）となりました。

（建築関連）

建築関連の受注高は、前期に比べ40億6千8百万円増加し247億5千5百万円（前期比19.7％増)となりました。売上

高は、前期に比べ17億4千9百万円増加し225億9千9百万円（前期比8.4％増)となり、売上総利益は、前期に比べ3億3

千9百万円増加し12億6千2百万円（前期比36.7％増）となりました。

（兼業事業）

兼業事業の受注高は、前期に比べ6千1百万円増加し6億4千万円（前期比10.7％増)となりました。売上高は、前期

に比べ6千1百万円増加し6億4千万円（前期比10.7％増)となり、売上総利益は、前期に比べ2千万円増加し1億6千8百

万円（前期比13.8％増）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ2億6百万円減少し66億3千

5百万円（前期比3.0％減）となりました。

各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

　営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ4億5千1百万円増加し4億6千8百万円となりました。

　収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益8億8百万円及び売上債権の減少7億9千7百万円であり、支出の主な内

訳は、仕入債務の減少4億9千6百万円及び未成工事受入金の減少3億4千6百万円であります。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

　投資活動の結果使用した資金は、前期に比べ2千8百万円増加し3千5百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

　財務活動の使用した資金は、6億3千9百万円（前期は5億2千6百万円の取得）となりました。

　これは主に、短期・長期借入金の返済及び配当金の支払によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

セグメントの名称

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金額(百万円)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

金額(百万円)

前年同期比
(％)

土木関連 9,442 10,296 9.0

建築関連 20,687 24,755 19.7

兼業事業 578 640 10.7

合　　計 30,707 35,691 16.2
 

 

(2) 売上実績

セグメントの名称

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金額(百万円)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

金額(百万円)

前年同期比
(％)

土木関連 8,436 9,620 14.0

建築関連 20,849 22,599 8.4

兼業事業 578 640 10.7

合　　計 29,864 32,859 10.0
 

（注）１　当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

３　前連結会計年度及び当連結会計年度ともに売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありませ

ん。

 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

(1) 受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

期別
工事
区分

前期繰越
工事高
(百万円)

当期受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

当期完成
工事高
(百万円)

次期繰越
工事高
(百万円)

前事業年度
自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

土木関連 4,708 8,538 13,247 7,580 5,667

建築関連 8,557 17,745 26,303 17,333 8,970

兼業事業 ― 582 582 582 ―

計 13,266 26,867 40,133 25,496 14,637

当事業年度
自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

土木関連 5,667 9,149 14,817 8,675 6,141

建築関連 8,970 20,684 29,654 19,325 10,329

兼業事業 ― 681 681 681 ―

計 14,637 30,515 45,152 28,682 16,470
 

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその

増減額を含んでおります。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。

２　次期繰越工事高は（前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期完成工事高）であります。

３　上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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(2) 受注工事高の受注方法別比率

工事受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％)

前事業年度
自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

土木関連 14.3 85.7 100

建築関連 34.9 65.1 100

兼業事業 100.0 ― 100

当事業年度
自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

土木関連 7.5 92.5 100

建築関連 19.3 80.7 100

兼業事業 100.0 ― 100
 

(注)　百分比は請負金額比であります。

 

(3) 完成工事高

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

前事業年度
自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

土木関連 7,004 575 7,580

建築関連 4,092 13,240 17,333

兼業事業 ― 582 582

計 11,096 14,399 25,496

当事業年度
自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

土木関連 6,783 1,892 8,675

建築関連 3,197 16,127 19,325

兼業事業 ― 681 681

計 9,980 18,701 28,682
 

(注) １　完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。

前事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

㈱タカラレーベン （仮称）レーベンハイム高崎B　新築工事

医療法人厚友会 医療法人厚友会城西病院増築工事

関東地方整備局 Ｈ２３井関堤防災害復旧工事

都市再生機構 豊四季台団地第２期基盤整備その他工事

群馬県 （仮称）椎坂１号トンネル工事
 

 

当事業年度　請負金額７億円以上の主なもの

㈱タカラレーベン （仮称）レーベン高崎C計画新築工事

サンヨー食品㈱ （仮称）太平食品工業㈱本社第二工場新築工事

中日本高速道路㈱ 首都圏中央連絡自動車道　西久保ＪＣＴ他２ＩＣ管理施設新築工事

東京都下水道局 足立区島根三、四丁目付近枝線工事

都市再生機構 ひばりが丘団地（第二期）２ＢＬ基盤整備その他工事
 

 

２　前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

３　上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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(4) 次期繰越工事高(平成26年３月31日現在)

 

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

土木関連 5,569 572 6,141

建築関連 2,858 7,471 10,329

計 8,427 8,043 16,470
 

(注)１　次期繰越工事高のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりであります。

都市再生機構 吹田操車場跡地地区５街区外整備(その２)工事 平成26年５月完成予定

㈱上原園 都賀インター工場（仮称）新築工事 平成26年10月完成予定

前橋市公営企業管理者
前橋水質浄化センター雨天時貯留沈殿池建設工事
（国合改第１号）

平成27年２月完成予定

学校法人茶屋四郎次郎記念学園 東京福祉大学王子キャンパス新築工事 平成27年２月完成予定

㈱タカラレーベン （仮称）レーベン高崎九蔵町計画新築工事 平成28年１月完成予定
 

２　上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
 

 

３ 【対処すべき課題】

今後の見通しにつきましては、各種政策の効果により国内景気の回復が期待されますが、新興国における経済成

長の鈍化や消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により、予断を許さない状況が続くものと予測されます。

当社グループは、顧客、株主及び地域の皆様からの更なる信頼と活力のある企業を目指した「中期経営計画

（2013～2015）」の確実な遂行に最大限の努力を継続してまいります。

また、建設市場等を取巻く環境は大きく変動することも予測されますが、当社グループは協働態勢を強化し、コ

スト対応力の向上と適正利益の確保、安定配当の継続に全力を尽くしてまいります。

 

４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業に関するリスクについて、投資者の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項

には、次のようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の

回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

また、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

であります。

（受注状況について）

予想を上回る公共事業の削減や経済情勢の変化により民間設備投資の減少が進んだ場合には、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

受注高
平成27年3月期　　　　

（予想）
平成26年3月期　　　　

（実績）
増減金額 前期比

 百万円 百万円 百万円 ％

連結 29,800 35,691 △5,891 △16.5

個別 26,000 30,515 △4,515 △14.8
 

（取引先の信用リスクについて）

建設業においては、一般的に施工物件の引渡時に未回収の工事代金が残るケースが多いことから、工事代金の回

収前に発注者が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、仕入先、外注先が信用不安に陥った場合にも、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（資材価格の変動について）

当社グループは、施工管理と原価管理のプロセスを強化し、コスト削減に最大限の努力をしておりますが、予想

以上に工事主要材料等の調達コストが高騰した際、請負金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６ 【研究開発活動】

当社では、技術部により、廃石膏ボードの再利用等研究開発を推進しております。

なお、当連結会計年度における費用は軽微であります。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

また、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

であります。

（重要な会計方針）

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。

（財政状態の分析）

①資産

当連結会計年度末の総資産は、現金預金、受取手形及び完成工事未収入金の減少等により、前連結会計年度末に

比べ9億1千3百万円減少し214億4百万円（前期比4.1％減）となりました。

②負債

当連結会計年度末の負債総額は、支払手形、未成工事受入金及び借入金等の減少により、前連結会計年度末に比

べ15億4千6百万円減少し128億4千2百万円（前期比10.8％減）となりました。

③純資産

当連結会計年度末の純資産は、当期純利益7億1千1百万円を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億3

千3百万円増加し85億6千2百万円（前期比8.0％増）となりました。

　自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.5ポイント増加し40.0％となっております。
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（経営成績の分析）

当社グループは、完成工事高の確保及び完成工事総利益の向上に経営の重点を置いております。また、一般管理

費等の低減により営業利益及び経常利益を高めることを目指しております。

①受注高

当連結会計年度の受注高は、公共投資は震災の復興需要を中心に増加し、民間設備投資においても企業収益の改

善や消費税引き上げ前の駆け込み需要などにより、土木・建築関連ともに順調に受注を獲得することでき、前連結

会計年度に比べ49億8千3百万円増加し356億9千1百万円（前期比16.2％増）となりました。

②売上高

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ29億9千5百万円増加し328億5千9百万円（前期比10.0％増）と

なりました。

③売上総利益

当連結会計年度の売上総利益は、売上高の増加と工事原価の圧縮などにより、前連結会計年度に比べ2億9千万円

増加し21億7千6百万円（前期比15.4％増）となりした。

④販売費及び一般管理費

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、費用低減努力は継続しているものの、前連結会計年度に比べ5千2百

万円の増加し13億8千4百万円（前期比3.9％増）となりました。

⑤営業損益

当連結会計年度の営業損益は、売上高の増加と工事原価の圧縮による完成工事総利益の改善効果等により、前連

結会計年度に比べ2億3千8百万円増加し7億9千2百万円（前期比43.0％増）の営業利益となりました。

⑥経常損益

当連結会計年度の経常損益は、営業損益と同様の理由により、前連結会計年度に比べ2億4千5百万円増加し7億9千

5百万円（前期比44.6％増）の経常利益となりました。

⑦当期純損益

当連結会計年度の当期純損益は、営業損益と同様の理由により、前連結会計年度に比べ2億2千1百万円増加し7億1

千1百万円（前期比45.3％増)の当期純利益となりました。

⑧キャッシュ・フロー

「第２[事業の状況]１[業績等の概要]（2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

⑨今後の見通し

今後の建設業界におきましては、震災復興関連等の需要拡大が見込まれるものの、資材価格や労務費の上昇懸念

などにより、先行き不透明な状況が続くものと予測されます。

当社グループは、今後更に経営資源を集中し、協働態勢の強化とコスト対応力の向上に努め、適正利益の確保と

安定配当の継続に邁進してまいります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)では、当連結会計年度において特記すべき新規の設備投資は行っておりませ

ん。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

（平成26年3月31日現在）

事業所名
（所在地）

帳簿価額（百万円）

従業
員数
(人)

土地
建物
構築物

機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及
び備品

合計

面積(㎡) 金額

本店（工場含）
(前橋市)

31,797 1,642 1,081 49 2,774 233

東京本部・東京支店
(東京都豊島区)

― ― 0 0 0 24

さいたま支店
(さいたま市大宮区)

4,685 822 188 0 1,011 35

大阪支店
(大阪市中央区)

― ― 0 ― 0 21

栃木支店
(小山市)

611 48 6 0 54 18

茨城支店
(下妻市)

4,886 179 14 0 193 6

名古屋支店
(名古屋市中区)

― ― 0 ― 0 2
 

(注) １　上記の他、賃借している主なものは次のとおりであります。

 

事業所名（所在地） 土地(㎡) 建物(㎡) 年間賃借料（百万円）

本店（前橋市）
（駐車場）

1,484 ― 3

東京支店（東京都豊島区)
（事務所・駐車場）

25 458 15

大阪支店(大阪市中央区)
（事務所・駐車場）

25 192 4

栃木支店（小山市）
（事務所）

― 104 1

名古屋支店（名古屋市中区）
（事務所・駐車場）

12 91 1
 

 

２　上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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(2) 国内子会社

（平成26年3月31日現在）

会社名（所在地）
事業所名

帳簿価額（百万円）

従業
員数
(人)

土地
建物
構築物

機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及
び備品

合計

面積(㎡) 金額

㈱島田組(桐生市)
本社

3,906 33 22 0 56 13

 

(注) １　上記の他、賃借している主なものは次のとおりであります。

 

会社名（所在地）
事業所名

土地(㎡) 建物(㎡) 年間賃借料（百万円）

佐田道路㈱（前橋市）
本社

― 605 3

㈱リフォーム群馬（前橋市）
本社

125 399 2

彩光建設㈱(さいたま市大宮区)
本社

― 99 1

㈱前橋機材センター（前橋市）
本社

10,120 149 9

 

 

２　上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

新設等の計画はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 250,000,000

計 250,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在発行数(株)

(平成26年３月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 77,606,166 77,606,166
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000
株であります。

計 77,606,166 77,606,166 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成17年４月１日～

平成18年３月31日（注）
11,622,013 77,606,166 714 1,886 714 1,940

 

(注)　発行済株式総数・資本金・資本準備金の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
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(6) 【所有者別状況】

平成26年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 25 43 289 43 8 7,065 7,473 ―

所有株式数
(単元)

― 12,543 2,988 13,249 2,505 18 46,082 77,385 221,166

所有株式数
の割合(％)

― 16.21 3.86 17.12 3.24 0.02 59.55 100 ―
 

(注)　自己株式56,961株は「個人その他」に56単元及び「単元未満株式の状況」に961株含めて記載しております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社群馬銀行
（常任代理人　資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

前橋市元総社町194番地
（東京都中央区晴海一丁目8番12号）

3,185 4.10

佐田建設従業員持株会 前橋市元総社町一丁目1番地の7 2,904 3.74

佐田建設伸佐会持株会 前橋市元総社町一丁目1番地の7 1,963 2.52

株式会社ヤマト 前橋市古市町118番地 1,611 2.07

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番3号 1,496 1.92

東京石灰工業株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目2番1号 1,300 1.67

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 1,233 1.58

株式会社損害保険ジャパン
（常任代理人　資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
（東京都中央区晴海一丁目8番12号）

1,006 1.29

株式会社ヤマダ電機 高崎市栄町1番1号 1,000 1.28

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 853 1.09

計 ― 16,552 21.32
 

(注)所有株式数は千株未満を切捨て表示しております。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式　56,000

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　77,329,000 77,329 同上

単元未満株式 普通株式　221,166 ― 同上

発行済株式総数 77,606,166 ― ―

総株主の議決権 ― 77,329 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式961株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式
数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
当　社

前橋市元総社町一丁目１番
地の７

56,000 ― 56,000 0.07

計 ― 56,000 ― 56,000 0.07
 

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 3,877 451

当期間における取得自己株式 1,112 137
 

　
(注)　当期間における取得自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 56,961 ─ 58,073 ─
 

　
(注)　当期間における保有自己株式数には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増しによる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

利益配分につきましては、経営環境の変化に十分対処し得る財務体質を内部留保により図りながら、株主の皆様に

対し安定配当を行うと共に、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。また、当社の剰余金の配

当は、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。

当期の配当につきましては、１株について１円５０銭とさせていただきます。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
 

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成26年６月27日
定時株主総会決議

116 1.50
 

 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高(円) 80 140 113 103 182

最低(円) 27 20 52 50 67
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別
平成25年
10月

11月 12月
平成26年
１月

２月 ３月

最高(円) 182 168 147 145 143 129

最低(円) 109 135 119 125 105 110
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 荒　木　　　徹 昭和24年２月20日生

昭和54年５月 当社入社

（注）
３

69

平成９年３月 当社審査部長

平成15年６月 当社執行役員審査部長

平成16年６月 当社常務執行役員経営企画室審査

部長

平成17年６月 当社取締役経営企画室審査部長兼

法務相談室長

平成19年６月 当社常務取締役審査部長兼管理本

部副本部長（総務・コンプライア

ンス担当）

平成20年６月 当社代表取締役社長（現）

取締役 土木本部長 大　沢　　　智 昭和31年３月６日生

昭和53年４月 当社入社

（注）
３

56

平成15年３月 当社本社施工事業部土木部副部長

平成16年６月 当社執行役員土木本部土木統括部

長兼本社土木部長

平成20年６月 当社取締役土木本部土木統括部長

兼本社土木部長

平成21年４月 当社取締役土木本部長（現）

取締役 営業本部長 黒　岩　典　之 昭和28年４月15日生

昭和51年４月 当社入社

（注）
３

36

平成15年３月 当社本店営業部吾妻営業所長

平成16年４月 当社営業本部営業推進部営業部長

平成18年６月 当社執行役員営業本部営業部長兼

本店営業部次長

平成19年６月 当社執行役員営業本部本店営業部

長

平成21年４月 当社常務執行役員営業本部長兼営

業推進部長

平成22年６月 当社取締役営業本部長（現）

取締役 建築本部長 柳　下　憲　司 昭和28年５月７日生

昭和51年４月 当社入社

（注）
３

25

平成15年６月 当社本社施工事業部建築部長

平成20年６月 当社執行役員首都圏建築部長兼建

築部第一グループ長

平成22年５月 当社執行役員建築本部首都圏建築

部長

平成24年４月 当社執行役員東京支店長

平成24年６月 当社常務執行役員東京支店長

平成25年６月 当社取締役東京支店長

平成26年６月 当社取締役建築本部長（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 管理本部長 田　島　順　一 昭和29年２月14日生

昭和47年３月 当社入社

（注）
３

34

平成12年３月 当社監理部長

平成16年４月 当社管理本部財務部担当部長（監

理）

平成17年６月 当社執行役員管理本部財務部長

平成20年６月 当社常務執行役員管理本部財務部

長

平成21年４月 当社常務執行役員管理本部長兼財

務部長

平成21年６月 当社常務執行役員管理本部長

平成24年６月 当社取締役管理本部長（現）

取締役 東京支店長 多　田　満　之 昭和29年５月24日生

昭和53年４月 当社入社

（注）
３

60

平成12年９月 当社営業部長

平成14年６月 当社取締役営業本部営業企画部長

兼本店営業部営業部長

平成16年４月 当社取締役営業本部営業推進部長

平成20年６月 当社常務取締役営業本部長兼本店

営業部長

平成21年４月 当社取締役さいたま支店長

平成22年４月 当社取締役本店長

平成26年６月 当社取締役東京支店長（現）

取締役 栃木支店長 山　本　次　男 昭和24年12月23日生

昭和43年３月 当社入社

（注）
３

64

平成15年９月 当社本社施工事業部建築部副部長

兼足利営業所長

平成17年11月 当社足利営業所長兼本社建築部第

三グループ長

平成18年４月 当社栃木支店長

平成20年６月 当社執行役員栃木支店長

平成21年６月 当社取締役栃木支店長（現）

取締役  林　　　　　章 昭和24年９月28日生

昭和52年３月 公認会計士登録（現）

（注）
３

─
昭和53年11月 税理士登録（現）

昭和54年１月 林章事務所開設（現）

平成20年６月 当社取締役（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役
（常勤）

 神　山　　明 昭和25年１月26日生

昭和44年３月 当社入社

（注）
４

49

平成14年３月 当社本社施工事業部土木部長兼宇

都宮担当

平成16年４月 当社土木本部工務部担当部長（積

算）

平成18年４月 当社土木本部生産・技術支援室長

平成19年６月 当社執行役員土木本部生産・技術

支援室長

平成20年６月 当社監査役(現)

監査役  関　口　卓　男 昭和14年２月22日生

平成７年６月 ㈱群馬銀行取締役東京支店長

（注）
４

54

平成８年６月 同行取締役高崎支店長

平成11年６月 同行常務取締役

平成13年６月 同行常勤監査役

平成16年６月 当社取締役副社長管理本部長兼経

営企画室長

平成20年６月 当社監査役(現)

監査役  丸　山　和　貴 昭和26年６月24日生

昭和56年４月 弁護士登録（現）

（注）
４

―昭和56年４月 丸山法律事務所開業（現）

平成16年６月 当社監査役(現)

監査役  星　野　忠　男 昭和24年８月20日生

平成16年７月 鹿沼税務署長

（注）
４

―

平成17年７月 関東信越国税局課税第二部資料調

査第一課長

平成18年７月 関東信越国税不服審査所国税審判

官

平成20年７月 館林税務署長

平成21年９月 税理士登録(現)

平成24年６月 当社監査役(現)

計 447
 

　
　　

(注)１　取締役林章は、社外取締役であります。

２　監査役丸山和貴及び監査役星野忠男の２名は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

４　監査役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

５　当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図

るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は７名で構成されており、役職名・氏名は以下のとおりであります。

役　職　名 氏　名

常務執行役員　　建築本部統括部長 富　澤　　　眞

執行役員　　　　土木本部統括部長 竹　内　儀　行

執行役員　　　　さいたま支店長 菱　沼　　　淳

執行役員　　　　土木本部技術部長 皆　川　隆　志

執行役員　　　　本店長 佐々木　和　彦

執行役員　　　　建築本部首都圏建築部長 神　宮　好　文

執行役員　　　　建築本部設備部長 松　﨑　尚　一
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制

当社における企業統治の体制については、株主の付託及びステークホルダーの要請に応えるべく、経営におけ

る意思決定の迅速性・的確性及び透明性を確保することを基本的な目的として、執行役員制度を導入し経営判断

と業務執行を一部分離しております。

意思決定については、毎月定例の取締役会のほか、毎週定例の経営会議を開催し、経営管理の充実とスピード

アップを図っております。

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、以下のとおりであります。

1.内部統制の目的（業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関る法令等の遵守、資産の保

全）を達成するため、経営理念・経営方針・役職員行動規範を明確にし、統制環境を整備しております。

2.業務全般にわたる管理・運営及び業務執行を適切かつ効率的に行なうため、部門別・職位別の職務基準を明

確にし、決裁権限と責任を明確にした「業務フロー」に基づき業務を執行しております。

3.各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理

を行なっております。

4.経営企画部コンプライアンス課は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングする

と共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。

責任限定契約については、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法

第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額

を限度として責任を負担するものとする旨の契約を締結しております。

 

②内部監査及び監査役監査

当社の内部監査については、経営企画部コンプライアンス課（2名）が担当し、内部統制の整備状況及び運用状

況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括しております。

監査役監査については、監査役会（4名）が担当し、社外監査役に法律の専門家として弁護士を1名、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有するものとして税理士を1名起用し、監査役機能の強化による経営者に対する監

視等の実効性を図っております。

また、監査役が取締役会に出席することはもとより、常勤監査役に経営会議出席権限を与え重要情報へのアク

セスを保証しております。

内部監査、監査役監査及び会計監査の連携状況については、監査役と会計監査人とはミーティングにより監査

の実施状況等の情報交換を行っております。また、内部監査部門は組織横断的に内部統制状況をモニタリング

し、必要に応じて監査役及び会計監査人と協議しております。
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③社外取締役及び社外監査役

当社は業務執行の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しておりま

す。各社外取締役及び社外監査役と当社との間で利害関係等はありません。

独立性を確保するため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で利害関係等が無い者を選任しておりま

す。なお、独立性に関する基準又は方針は無いものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立

性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役及び社外監査役には法律・会計の専門家を起用しており、監査機能の強化による経営者に対する

監視等の実効性を図っております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との連携状況については、ミーティング等により監査の実施状況等の情報交換を行っております。

 

④役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる役員
の員数(名)

基本報酬 賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

25 25 ― ― 9

監査役
(社外監査役を除く)

4 4 ― ― 2

社外役員 5 5 ― ― 3
 

 

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 

総額(百万円)
対象となる役員
の員数(名)

内容

25 8 業務執行に係る給与
 

 

ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬総額は株主総会の決議により定めており、その内容は月額1,500万円以内となっております。

各取締役の報酬については、取締役就任前の給与及び就任後の役職等を勘案して、取締役会の決議により定

めております。
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⑤株式の保有状況

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　21銘柄

貸借対照表計上額の合計額　252百万円

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

(前事業年度)

特定投資株式

 

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱ニッパンレンタル 15,000 3 営業上の取引先

第一生命保険㈱ 2,000 2 営業上の取引先
 

(注)　貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下ですが、全銘柄を記載しております。

 

(当事業年度)

特定投資株式

 

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱ニッパンレンタル 15,000 3 営業上の取引先

第一生命保険㈱ 2,000 3 営業上の取引先
 

(注)　貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下ですが、全銘柄を記載しております。

 

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

⑥会計監査の状況

当社の会計監査業務については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正な監査を受けておりま

す。なお、同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係等はありません。

当期において業務執行した公認会計士の氏名、業務監査に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

1.業務執行した公認会計士の氏名

　指定有限責任社員　業務執行社員　　吉田　亮一　（当社に係る継続監査年数５年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　桂川　修一　（当社に係る継続監査年数６年）

2.業務監査に係る補助者の構成

　公認会計士４名、その他６名
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⑦取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑧取締役の選任決議要件

取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項（自己の株式の取得）

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、

取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑩株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 22 ─ 22 ―

連結子会社 ─ ─ ― ―

計 22 ─ 22 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査計画の内容及び監査日数等を検討して決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記

載しております。

　なお、当連結会計年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報につい

ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内

閣府令第61号）附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)によ

り作成しております。

　なお、当事業年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令

第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年４月１日から平成26年３月31

日まで)及び事業年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本有

限責任監査法人により監査を受けております。

 

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

  ①  会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、

    最新の基準等を入手して連結財務諸表等に反映しております。

  ②  将来の指定国際会計基準の適用に備え、セミナーへの参加及び書籍の購読を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 6,921 6,715

  受取手形 ※1  1,831 ※1  1,670

  完成工事未収入金 8,293 7,723

  売掛金 204 137

  未成工事支出金 47 21

  材料貯蔵品 98 86

  未収入金 188 347

  その他 23 37

  貸倒引当金 △25 △24

  流動資産合計 17,583 16,715

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※2  4,099 ※2  4,112

    減価償却累計額 △2,751 △2,797

    建物及び構築物（純額） 1,348 1,315

   機械装置及び運搬具 282 284

    減価償却累計額 △254 △262

    機械装置及び運搬具（純額） 27 22

   工具、器具及び備品 302 305

    減価償却累計額 △260 △265

    工具、器具及び備品（純額） 42 40

   土地 ※3  2,847 ※3  2,847

   その他 150 168

    減価償却累計額 △51 △64

    その他（純額） 98 103

   有形固定資産合計 4,363 4,328

  無形固定資産   

   ソフトウエア 3 3

   電話加入権 31 31

   その他 8 6

   無形固定資産合計 42 41

  投資その他の資産   

   投資有価証券 253 254

   破産更生債権等 1,651 1,596

   その他 74 66

   貸倒引当金 △1,651 △1,596

   投資その他の資産合計 327 320

  固定資産合計 4,734 4,689

 資産合計 22,317 21,404
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,393 2,974

  工事未払金 5,851 5,768

  買掛金 142 159

  短期借入金 1,432 932

  未払金 237 225

  未成工事受入金 1,307 961

  未払消費税等 44 44

  完成工事補償引当金 2 9

  賞与引当金 181 286

  債務保証損失引当金 131 125

  その他 375 216

  流動負債合計 13,101 11,704

 固定負債   

  長期借入金 112 80

  長期未払金 438 317

  繰延税金負債 43 43

  再評価に係る繰延税金負債 ※4  515 ※4  515

  退職給付引当金 91 -

  退職給付に係る負債 - 98

  その他 87 83

  固定負債合計 1,288 1,137

 負債合計 14,389 12,842

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,886 1,886

  資本剰余金 2,048 2,048

  利益剰余金 3,105 3,739

  自己株式 △3 △4

  株主資本合計 7,036 7,669

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1 1

  土地再評価差額金 ※5  891 ※5  891

  その他の包括利益累計額合計 892 892

 純資産合計 7,928 8,562

負債純資産合計 22,317 21,404
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高   

 完成工事高 29,286 32,219

 兼業事業売上高 578 640

 売上高合計 29,864 32,859

売上原価   

 完成工事原価 27,548 30,211

 兼業事業売上原価 430 471

 売上原価合計 27,978 30,682

売上総利益   

 完成工事総利益 1,737 2,007

 兼業事業総利益 148 168

 売上総利益合計 1,886 2,176

販売費及び一般管理費 ※1  1,332 ※1  1,384

営業利益 553 792

営業外収益   

 受取利息及び配当金 1 1

 貸倒引当金戻入額 12 5

 保険配当金 2 3

 その他 6 19

 営業外収益合計 23 30

営業外費用   

 支払利息 27 27

 その他 0 0

 営業外費用合計 27 27

経常利益 549 795

特別利益   

 固定資産売却益 8 2

 貸倒引当金戻入額 6 6

 債務保証損失引当金戻入額 5 6

 特別利益合計 20 14

特別損失   

 固定資産売却損 - 0

 固定資産除却損 0 1

 特別損失合計 0 1

税金等調整前当期純利益 570 808

法人税、住民税及び事業税 80 96

法人税等合計 80 96

少数株主損益調整前当期純利益 489 711

当期純利益 489 711
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 489 711

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △0 0

 その他の包括利益合計 ※1  △0 ※1  0

包括利益 489 711

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 489 711
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,886 2,048 2,616 △3 6,546

当期変動額 　 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

当期純利益 　 　 489 　 489

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 489 △0 489

当期末残高 1,886 2,048 3,105 △3 7,036
 

 

 

　

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1 891 892 7,439

当期変動額 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 △0

当期純利益 　 　 　 489

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
△0  △0 △0

当期変動額合計 △0 ― △0 488

当期末残高 1 891 892 7,928
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 当連結会計年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,886 2,048 3,105 △3 7,036

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当   △77  △77

自己株式の取得    △0 △0

当期純利益   711  711

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
     

当期変動額合計 ― ― 633 △0 633

当期末残高 1,886 2,048 3,739 △4 7,669
 

 

 

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1 891 892 ― 7,928

当期変動額 　 　 　  　

剰余金の配当     △77

自己株式の取得     △0

当期純利益     711

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
0  0  0

当期変動額合計 0 ― 0 ― 633

当期末残高 1 891 892 ― 8,562
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 570 808

 減価償却費 117 119

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △56

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △0 6

 賞与引当金の増減額（△は減少） 103 104

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △40 -

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △6 △6

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 6

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 18 54

 受取利息及び受取配当金 △1 △1

 支払利息 27 27

 売上債権の増減額（△は増加） △4,701 797

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △11 26

 たな卸資産の増減額（△は増加） 5 12

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,001 △496

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 35 △346

 その他 △26 △466

 小計 89 590

 利息及び配当金の受取額 1 1

 利息の支払額 △31 △29

 法人税等の支払額 △42 △93

 営業活動によるキャッシュ・フロー 16 468

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △9 △55

 有形固定資産の売却による収入 11 12

 その他 △7 8

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 487 △500

 長期借入れによる収入 160 -

 長期借入金の返済による支出 △96 △32

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 - △74

 その他 △25 △32

 財務活動によるキャッシュ・フロー 526 △639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 536 △206

現金及び現金同等物の期首残高 6,305 6,841

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,841 ※1  6,635
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　5社

連結子会社の名称

佐田道路株式会社

株式会社島田組

株式会社リフォーム群馬

彩光建設株式会社

株式会社前橋機材センター

 

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用する対象会社はありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計処理基準に関する事項

(1)　資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって

おります。

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

最終仕入原価法

(2)　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)によっております。なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、自社利用のソフ

トウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
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リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、各事業年度毎に一括して３年間で均等償却を行っており

ます。

長期前払費用

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3)　引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵補修等の費用に備えるため、過去２年間の完成工事補償実績に基づいた将来の補償見込額

を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

債務保証損失引当金

債務保証の履行による損失に備えるため、債務保証先の財政状態及び損益状況を勘案して、損失負担見込額を

計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る会計処理

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5)　収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗

率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準

による完成工事高は18,047百万円であります。

(6)　重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ヘッジ方針

借入金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

(7)　のれんの償却方法及び償却期間

20年間で均等償却しております。
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(8)　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

(表示方法の変更)

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において表示していた「退職給付引当金」は「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　

平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針（企業会計基

準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）の適用に伴い、当連結会計年度より、

「退職給付に係る負債」として表示しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、表示の組

替えは行っておりません。
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(連結貸借対照表関係)

１　担保資産

下記の資産を担保に供しております。なお、前連結会計年度に対応する債務は、短期借入金900百万円、当連結会計

年度に対応する債務は、短期借入金400百万円であります。

 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

※２建物 1,216百万円 1,182百万円

※３土地 2,693 〃 2,693 〃

計 3,909百万円 3,875百万円
 

 

２　偶発債務

下記の会社のマンション売買契約手付金の返済債務について保証しております。

 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

㈱タカラレーベン 196百万円 52百万円
 

 

３ ※１受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

受取手形裏書譲渡高 26百万円 22百万円
 

 

４　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末日残高に含

まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

※１受取手形 9百万円 ―百万円
 

 

５ ※３、※４、※５事業用土地再評価

(前連結会計年度)

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っておりま

す。

再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年３月31日改正)第７条第１項及び第２項の規定により、当該評

価差額に係る税金相当額515百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額

891百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額

△938百万円

 

同法第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める「地価税法第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。

 

EDINET提出書類

佐田建設株式会社(E00121)

有価証券報告書

39/77



 

(当連結会計年度)

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34条)に基づき、事業用の土地の再評価を行っておりま

す。

再評価差額については、改正土地再評価法(平成11年３月31日改正)第７条第１項及び第２項の規定により、当該評

価差額に係る税金相当額515百万円を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額

891百万円を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額

△965百万円

 

同法第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める「地価税法第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価額」に合理的な調整を行って算出しております。

 

 

(連結損益計算書関係)

１　※１販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

従業員給与手当 584百万円 615百万

退職給付費用 25 〃 20 〃

減価償却費 81 〃 82 〃
 

なお、販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、軽微であります。

 

 

(連結包括利益計算書関係)

１　※１その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 △0 0

 組替調整額 ― ―

   税効果調整前 △0 0

   税効果額 0 △0

   その他有価証券評価差額金 △0 0

その他の包括利益合計 △0 0
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 77,606,166 ─ ─ 77,606,166
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 49,503 3,581 ― 53,084
 

　
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加3,581株

 

３．配当に関する事項

(1) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 77 1.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日
 

 

当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 77,606,166 ─ ─ 77,606,166
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 53,084 3,877 ― 56,961
 

　
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加3,877株

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 77 1.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日
 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 116 1.50 平成26年３月31日 平成26年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

１　※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

現金預金勘定 6,921百万円 6,715百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△80 〃 △80 〃

現金及び現金同等物 6,841百万円 6,635百万円
 

 

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前連結会計年度(平成25年３月31日)

 ソフトウエア 合計

 (百万円) (百万円)

取得価額相当額 3 3

減価償却累計額相当額 3 3

期末残高相当額 ― ―
 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

 

②　支払リース料、減価償却費相当額

 
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0　〃
 

 

③　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（減損会計について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は省略しております。

 

ファイナンス・リース取引

（1）リース資産の内容

・有形固定資産

舗装工事における機械装置及び運搬具並びに備品等であります。

（2）リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

１年以内 0百万円 0百万円

１年超 1　〃 1　〃

 合計 2百万円 1百万円
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(金融商品関係)

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し

ております。

受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金であります。長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利

息を固定化しております。なお、デリバティブ取引は、主に社内管理規定に基づいて実施しております。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 6,921 6,921 ―

(2) 受取手形 1,831 1,831 ―

(3) 完成工事未収入金 8,293 8,293 ―

(4) 投資有価証券（その他有価証券） 5 5 ―

(5) 破産更生債権等 1,651   

　　貸倒引当金（※1） △1,651   

 ― ― ―

資産計 17,052 17,052 ―

(1) 支払手形 3,393 3,393 ―

(2) 工事未払金 5,851 5,851 ―

(3) 短期借入金（※2） 1,400 1,400 ―

(4) 未成工事受入金 1,307 1,307 ―

(5) 長期借入金（※3） 144 147 3

負債計 12,096 12,099 3

デリバティブ取引 ― ― ―
 

(※1)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※2)短期借入金は一年以内返済予定の長期借入金が控除されております。

(※3)長期借入金は一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
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(注１)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、（2）受取手形並びに（3）完成工事未収入金

これらについては、短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることか

ら、当該帳簿価額によっております。

 

(4)投資有価証券（その他有価証券）

取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照して下さい。

 

(5)破産更生債権等

担保及び保証による回収見込額等により時価を算定しております。

 

負　債

(1)支払手形、（2）工事未払金、（3）短期借入金並びに（4）未成工事受入金

これらについては、短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることか

ら、当該帳簿価額によっております。

 

(5)長期借入金

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており

ます。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象となっており、当該金利スワップと一体として

処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される利率で割り引いて算定する方法によっており

ます。

　

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（連結貸借対照表計上額248百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるため、「(4)投資有価証券 （その他有価証券）」には含めておりません。

 
(注３)　満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 6,921 ― ― ―

受取手形 1,831 ― ― ―

完成工事未収入金 8,293 ― ― ―

合計 17,046 ― ― ―
 

 

(注４)　長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 1,400 ― ― ― ― ―

長期借入金 32 32 32 32 16 ―

合計 1,432 32 32 32 16 ―
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当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し

ております。

受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金であります。長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利

息を固定化しております。なお、デリバティブ取引は、主に社内管理規定に基づいて実施しております。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 6,715 6,715 ―

(2) 受取手形 1,670 1,670 ―

(3) 完成工事未収入金 7,723 7,723 ―

(4) 投資有価証券（その他有価証券） 6 6 ―

(5) 破産更生債権等 1,596   

　　貸倒引当金（※1） △1,596   

 ― ― ―

資産計 16,116 16,116 ―

(1) 支払手形 2,974 2,974 ―

(2) 工事未払金 5,768 5,768 ―

(3) 短期借入金（※2） 900 900 ―

(4) 未成工事受入金 961 961 ―

(5) 長期借入金（※3） 112 114 2

負債計 10,716 10,718 2

デリバティブ取引 ― ― ―
 

(※1)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※2)短期借入金は一年以内返済予定の長期借入金が控除されております。

(※3)長期借入金は一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
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(注１)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、（2）受取手形並びに（3）完成工事未収入金

これらについては、短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることか

ら、当該帳簿価額によっております。

 

(4)投資有価証券（その他有価証券）

取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照して下さい。

 

(5)破産更生債権等

担保及び保証による回収見込額等により時価を算定しております。

 

負　債

(1)支払手形、（2）工事未払金、（3）短期借入金並びに（4）未成工事受入金

これらについては、短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることか

ら、当該帳簿価額によっております。

 

(5)長期借入金

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており

ます。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象となっており、当該金利スワップと一体として

処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される利率で割り引いて算定する方法によっており

ます。

 

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（連結貸借対照表計上額248百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるため、「(4)投資有価証券 （その他有価証券）」には含めておりません。

 

(注３)　満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 6,715 ― ― ―

受取手形 1,670 ― ― ―

完成工事未収入金 7,723 ― ― ―

合計 16,110 ― ― ―
 

 

(注４)　長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 900 ― ― ― ― ―

長期借入金 32 32 32 16 ― ―

合計 932 ― ― ― ― ―
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(有価証券関係)

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

（単位　百万円）

 連結貸借対照表計上額 取得原価 差　　額

(1)連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

   

株　式 3 0 2

小　　計 3 0 2

(2)連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

   

株　式 2 2 △0

小　　計 2 2 △0

合　　計 5 3 1

 

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

 

 

当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

（単位　百万円）

 連結貸借対照表計上額 取得原価 差　　額

(1)連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

   

株　式 6 3 2

小　　計 6 3 2

(2)連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

   

株　式 ― ― ―

小　　計 ― ― ―

合　　計 6 3 2

 

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

ヘッジ会計が適用されているもの（金利関連）

 

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
長期借入金

   

  支払固定・
  受取変動

144 112 147(注)
 

(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

ヘッジ会計が適用されているもの（金利関連）

 

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
長期借入金

   

 支払固定・
 受取変動

112 80 114(注)
 

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

(退職給付関係)

前連結会計年度(自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金企業型年金規約について厚生労働大臣の承認を受け、平成23年4月1日から確定拠出年金制度

を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

連結子会社については、退職一時金制度等を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項(平成25年３月31日現在)

退職給付債務 △127百万円

年金資産 36　〃

未積立退職給付債務 △91百万円

退職給付引当金 △91百万円
 

(注)１　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）

を採用しております。

２　確定拠出年金制度への資産移換額793百万円については、8年間で移換することとしております。なお、当連

結会計年度末時点の未移換額561百万円は、未払金に122百万円、長期未払金に438百万円計上しておりま

す。

３．退職給付費用に関する事項

(自平成24年４月１日　至平成25年３月31日)

勤務費用　(注)１ 9百万円

その他　（注）２ 87　〃

退職給付費用 97百万円
 

(注)１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。

２　確定拠出年金への掛金支払額は、「その他」に計上しております。
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当連結会計年度(自　平成25年４月１日 至　平成26年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金企業型年金規約について厚生労働大臣の承認を受け、平成23年4月1日から確定拠出年金制度

を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

連結子会社については、退職一時金制度等を採用しております。

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 91 百万円

退職給付費用 10 〃

退職給付の支払額 △1 〃

制度への拠出額 △2 〃

退職給付に係る負債の期末残高 98 〃
 

　

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

積立型制度の退職給付債務 136 百万円

年金資産 △37 〃

 98 〃

非積立型制度の退職給付債務 ― 〃

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 98 〃

   
退職給付に係る負債 98 百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 98 〃
 

　

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 10 百万円
 

　

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、83百万円でありました。

 

 

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

繰延税金資産   

貸倒引当金 491百万円 501百万円

債務保証損失引当金 46　〃 44　〃

投資有価証券・会員権評価損 24　〃 24　〃

退職給付引当金 32　〃 ―　〃

退職給付に係る負債 ―　〃 34　〃

税務上の繰越欠損金 2,481　〃 2,082　〃

その他 311　〃 264　〃

繰延税金資産小計 3,387百万円 2,952百万円

評価性引当額 △3,387　〃 △2,952　〃

繰延税金資産合計 ―百万円 ―百万円

繰延税金負債   

株式交換差益他 42百万円 42百万円

その他有価証券評価差額金 0　〃 0　〃

繰延税金負債合計 43百万円 43百万円

繰延税金負債の純額 43百万円 43百万円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

法定実効税率 37.8 ％ 37.8 ％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 1.3　〃 0.9　〃

永久に益金に算入されない項目 △2.3　〃 △3.1　〃

住民税均等割等 16.7　〃 2.2　〃

評価性引当額 △39.4　〃 △25.8　〃

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

14.1 ％ 12.0 ％
 

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以

後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異につ

いては従来の37.8％から35.4％になります。

　なお、この法定実効税率の変更による影響はありません。

 

(資産除去債務関係)

前連結会計年度（平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。　

当社は本社に土木・建築別の事業本部を置き、国内各支店等の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

また、経営管理を充実させる観点から、管理体制は「土木関連」、「建築関連」及び「兼業事業」の３つの区分

としております。

なお、「土木関連」は土木工事全般、「建築関連」は建築工事全般、「兼業事業」はアスファルト合材の販売な

どを行っております。

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

       (単位：百万円)

 
報告セグメント

合計
調整額
（注１）

連結損益計算書
計上額（注２）土木関連 建築関連 兼業事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 8,436 20,849 578 29,864 29,864 ― 29,864

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 337 337 337 △337 ―

計 8,436 20,849 916 30,202 30,202 △337 29,864

セグメント利益 814 923 251 1,989 1,989 △103 1,886

その他の項目        
 減価償却費 ― ― 36 36 36 ― 36

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去103百万円であります。

　　2.セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と差異調整を行っております。

　　3.当社グループは、報告セグメントに資産を配分しておりません。

 

当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

       (単位：百万円)

 
報告セグメント

合計
調整額
（注１）

連結損益計算書
計上額（注２）土木関連 建築関連 兼業事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 9,620 22,599 640 32,859 32,859 ― 32,859

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 374 374 374 △374 ―

計 9,620 22,599 1,014 33,233 33,233 △374 32,859

セグメント利益 745 1,262 294 2,302 2,302 △125 2,176

その他の項目        
 減価償却費 ― ― 37 37 37 ― 37

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去125百万円であります。

　　2.セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と差異調整を行っております。

　　3.当社グループは、報告セグメントに資産を配分しておりません。

EDINET提出書類

佐田建設株式会社(E00121)

有価証券報告書

51/77



 

【関連情報】

前連結会計年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありませ

ん。

 

当連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありませ

ん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

 

(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 

項目
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当連結会計年度

（平成26年３月31日）

(1) １株当たり純資産額 102.24円 110.42円

　(算定上の基礎)   

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 7,928百万円 8,562百万円

普通株式に係る純資産額 7,928百万円 8,562百万円

差額の主な内訳   

　少数株主持分 ―百万円 ―百万円

普通株式の発行済株式数 77,606千株 77,606千株

普通株式の自己株式数 53千株 56千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数

77,553千株 77,549千株
 

 

項目
前連結会計年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 6.31円 9.17円

　(算定上の基礎)   

連結損益計算書上の当期純利益 489百万円 711百万円

普通株式に係る当期純利益 489百万円 711百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 77,554千株 77,551千株
 

(注)潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,400 900 2.128 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 32 32 2.110 ―

１年以内に返済予定のリース債務 26 32 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く)

112 80 2.110
平成 27年６月26
日～
平成29年９月26日

リース債務（一年以内に返済予定の
ものを除く。）

81 78 ―
平成27年４月26
日～
平成30年10月26日

合計 1,651 1,123 ― ―
 

(注)１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返

済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 32 32 16 ―

リース債務 25 23 17 9
 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

 

第１四半期
連結累計期間

(自平成25年４月１日
至平成25年６月30日)

第２四半期
連結累計期間

(自平成25年４月１日
至平成25年９月30日)

第３四半期
連結累計期間

(自平成25年４月１日
至平成25年12月31日)

第65期
連結会計年度

(自平成25年４月１日
至平成26年３月31日)

売上高 (百万円) 6,111 13,143 22,089 32,859

税金等調整前四半期（当期）純利益金
額

(百万円) 97 204 441 808

四半期（当期）純利益金額 (百万円) 91 180 394 711

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 1.18 2.33 5.09 9.17

 

 

 

第１四半期
連結会計期間

(自平成25年４月１日
至平成25年６月30日)

第２四半期
連結会計期間

(自平成25年７月１日
至平成25年９月30日)

第３四半期
連結会計期間

(自平成25年10月１日
至平成25年12月31日)

第４四半期
連結会計期間

(自平成26年１月１日
至平成26年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.18 1.15 2.76 4.09
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 5,534 5,367

  受取手形 ※1  1,642 1,628

  完成工事未収入金 7,577 7,013

  売掛金 133 152

  未成工事支出金 25 16

  材料貯蔵品 23 20

  前払費用 13 14

  未収入金 ※2  237 ※2  406

  その他 60 17

  貸倒引当金 △18 △17

  流動資産合計 15,229 14,621

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※3  3,833 ※3  3,847

    減価償却累計額 △2,537 △2,579

    建物（純額） 1,295 1,268

   構築物 162 161

    減価償却累計額 △135 △138

    構築物（純額） 27 22

   機械及び装置 218 218

    減価償却累計額 △198 △205

    機械及び装置（純額） 19 13

   車両運搬具 8 5

    減価償却累計額 △8 △5

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 209 210

    減価償却累計額 △172 △173

    工具、器具及び備品（純額） 37 37

   土地 ※4  2,693 ※4  2,693

   その他 36 36

    減価償却累計額 △14 △21

    その他（純額） 22 15

   有形固定資産合計 4,095 4,050

  無形固定資産   

   ソフトウエア 3 3

   電話加入権 29 29

   その他 8 6

   無形固定資産合計 41 39
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

  投資その他の資産   

   投資有価証券 252 252

   関係会社株式 657 657

   破産更生債権等 1,645 1,590

   長期前払費用 9 6

   その他 45 38

   貸倒引当金 △1,645 △1,590

   投資その他の資産合計 964 953

  固定資産合計 5,101 5,044

 資産合計 20,330 19,665

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,313 2,893

  工事未払金 ※5  5,010 ※5  5,280

  買掛金 111 117

  短期借入金 1,432 932

  未払金 186 177

  未払費用 55 55

  未払法人税等 57 42

  未成工事受入金 1,307 939

  未払消費税等 26 28

  預り金 6 6

  完成工事補償引当金 2 8

  賞与引当金 151 251

  債務保証損失引当金 131 125

  その他 197 56

  流動負債合計 11,990 10,916

 固定負債   

  長期借入金 112 80

  長期未払金 438 317

  繰延税金負債 0 0

  再評価に係る繰延税金負債 515 515

  その他 21 12

  固定負債合計 1,088 925

 負債合計 13,079 11,841
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,886 1,886

  資本剰余金   

   資本準備金 1,940 1,940

   その他資本剰余金 65 65

   資本剰余金合計 2,005 2,005

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 2,470 3,042

   利益剰余金合計 2,470 3,042

  自己株式 △3 △4

  株主資本合計 6,358 6,930

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1 1

  土地再評価差額金 891 891

  評価・換算差額等合計 892 892

 純資産合計 7,251 7,823

負債純資産合計 20,330 19,665
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高   

 完成工事高 24,913 28,000

 兼業事業売上高 582 681

 売上高合計 ※1  25,496 ※1  28,682

売上原価   

 完成工事原価 23,726 26,610

 兼業事業売上原価 458 512

 売上原価合計 ※2  24,184 ※2  27,123

売上総利益   

 完成工事総利益 1,187 1,389

 兼業事業総利益 124 169

 売上総利益合計 1,311 1,558

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 38 35

 従業員給料手当 418 443

 退職給付費用 18 16

 法定福利費 80 92

 福利厚生費 21 21

 修繕維持費 12 12

 事務用品費 19 20

 通信交通費 39 34

 動力用水光熱費 44 50

 広告宣伝費 1 1

 貸倒引当金繰入額 8 -

 交際費 4 4

 寄付金 0 0

 地代家賃 42 45

 減価償却費 74 73

 租税公課 62 56

 雑費 95 106

 販売費及び一般管理費合計 981 1,015

営業利益 329 543

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 34 66

 貸倒引当金戻入額 12 4

 不動産賃貸料 22 24

 雑収入 5 11

 営業外収益合計 75 108

営業外費用   

 支払利息 24 24

 雑損失 - 0

 営業外費用合計 24 24

経常利益 380 627
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           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

特別利益   

 固定資産売却益 0 0

 貸倒引当金戻入額 6 6

 債務保証損失引当金戻入額 5 6

 特別利益合計 11 12

特別損失   

 固定資産売却損 - 0

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 0

税引前当期純利益 391 639

法人税等還付税額 △9 △10

法人税等合計 △9 △10

当期純利益 401 649
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【完成工事原価報告書】

  
前事業年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

当事業年度
(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費  1,564 6.6 1,533 5.8

労務費  27 0.1 25 0.1

(うち労務外注費)  (―) (―) (― ) (―)

外注費  18,936 79.8 21,426 80.5

経費  3,197 13.5 3,625 13.6

(うち人件費)  (1,439) (6.1) (1,571) (5.9)

計  23,726 100.0 26,610 100.0

      
 

(注)　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

 

【兼業事業売上原価報告書】

  
前事業年度

(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

当事業年度
(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

材料費  246 53.7 291 57.0

労務費  29 6.4 28 5.7

(うち労務外注費)  (―) (―) (―) (―)

経費  182 39.9 191 37.3

(うち人件費)  (20) (4.5) (20) (4.1)

計  458 100.0 512 100.0

      
 

(注)　原価計算の方法は、個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,886 1,940 65 2,005 2,069 2,069

当期変動額 　 　 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　 401 401

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― ― ― 401 401

当期末残高 1,886 1,940 65 2,005 2,470 2,470
 

 

 

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △3 5,957 1 891 892 6,850

当期変動額 　 　 　 　 　 　

自己株式の取得 △0 △0 　 　 　 △0

当期純利益 　 401 　 　 　 401

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 △0  △0 △0

当期変動額合計 △0 401 △0 ― △0 400

当期末残高 △3 6,358 1 891 892 7,251
 

 

EDINET提出書類

佐田建設株式会社(E00121)

有価証券報告書

62/77



 

 当事業年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,886 1,940 65 2,005 2,470 2,470

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当     △77 △77

自己株式の取得       

当期純利益     649 649

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
      

当期変動額合計 ― ― ― ― 571 571

当期末残高 1,886 1,940 65 2,005 3,042 3,042
 

 

 

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △3 6,358 1 891 892 7,251

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当  △77    △77

自己株式の取得 △0 △0    △0

当期純利益  649    649

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
  0  0 0

当期変動額合計 △0 571 0 ― 0 571

当期末残高 △4 6,930 1 891 892 7,823
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっており

ます。

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

最終仕入原価法

 

３　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)によっております。なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、自社利用のソフト

ウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、各事業年度毎に一括して３年間で均等償却を行っておりま

す。

長期前払費用

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

 

４　引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵補修等の費用に備えるため、過去２年間の完成工事補償実績に基づいた将来の補償見込額を

計上しております。
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賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

債務保証損失引当金

債務保証の履行による損失に備えるため、債務保証先の財政状態及び損益状況を勘案して、損失負担見込額を計

上しております。

 

５　収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見

積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は17,270百万円であります。

 

６　重要なヘッジ会計の方法

(1)　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

(3)　ヘッジ方針

借入金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4)　ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

 

７　その他

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

(表示方法の変更)

（単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更）

・財務諸表等規則様式第十一号（記載上の注意６）により、財務諸表等規則第121条第１項２号に定める有形固定資産

明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を

行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」

の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書（括弧書）する方法に変

更しております。

また、以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略しており

ます。

・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第３項により、記載を省略して

おります。

・財務諸表等規則第68条の４に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略しており

ます。

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項により、

記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条

第４項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しております。
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(貸借対照表関係)

１　※２、※５のうち、関係会社に対するものは次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

※２未収入金 105百万円 109百万円

※５工事未払金 197 〃 402 〃
 

 

２　下記の資産を担保に供しております。

なお、前事業年度に対応する債務は、短期借入金900百万円、当事業年度に対応する債務は、短期借入金400百万円

であります。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

※３建物 1,216百万円 1,182百万円

※４土地 2,693 〃 2,693 〃

計 3,909百万円 3,875百万円
 

 

３　偶発債務

下記の会社のマンション売買契約手付金の返済債務について保証しております。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

㈱タカラレーベン 196百万円 52百万円
 

 

４　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末日残高に含まれてお

ります。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

※１受取手形 7百万円 ―百万円
 

 

 

(損益計算書関係)

１　※１、※２のうち、関係会社に対するものは次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

※１完成工事高 148百万円 142百万円

※２完成工事原価 739 〃 1,346 〃
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(有価証券関係)

前事業年度(平成25年３月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。

 

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 657

計 657
 

 

当事業年度(平成26年３月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。

 

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 657

計 657
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

繰延税金資産   

貸倒引当金 486百万円 499百万円

債務保証損失引当金 46　〃 44　〃

投資有価証券・会員権評価損 23　〃 23　〃

税務上の繰越欠損金 2,474　〃 2,075　〃

その他 299　〃 247　〃

繰延税金資産小計 3,331百万円 2,891百万円

評価性引当額 △3,331　〃 △2,891 〃

繰延税金資産合計 ―百万円 ―百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 0百万円 0百万円

繰延税金負債合計 0百万円 0百万円

繰延税金負債の純額 0百万円 0百万円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

法定実効税率 37.8 ％ 37.8 ％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 0.7　〃 0.3　〃

永久に益金に算入されない項目 △3.3　〃 △3.8　〃

住民税均等割等 1.3　〃 2.5　〃

評価性引当額 △39.0　〃 △38.4　〃

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△2.5 ％ △1.6 ％
 

 

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以

後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従

来の37.8％から35.4％になります。

　なお、この法定実効税率の変更による影響はありません。

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)
その他有価証券

  

首都圏新都市鉄道㈱ 2,000 100

㈱群馬ロイヤルホテル 57,500 57

㈱上毛新聞社 5,000 45

㈱群馬建設会館 30,000 15

中部国際空港㈱ 160 8

群馬テレビ㈱ 13,800 6

前橋運輸㈱ 5,040 5

㈱ニッパンレンタル 15,000 3

㈱エフエム群馬 60 3

第一生命保険㈱ 2,000 3

その他（11銘柄） 117,313 6

計 247,873 252
 

 

EDINET提出書類

佐田建設株式会社(E00121)

有価証券報告書

69/77



 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

　建物 3,833 44 30 3,847 2,579 61 1,268

　構築物 162 ― 1 161 138 3 22

　機械及び装置 218 ― ― 218 205 6 13

　車両運搬具 8 ― 3 5 5 ― 0

　工具、器具及び備品 209 1 0 210 173 1 37

　土地
2,693

(1,406)
― ―

2,693
(1,406)

― ― 2,693

　その他 36 20 20 36 21 6 15

有形固定資産計
7,162

(1,406)
66 55

7,173
(1,406)

3,122 80 4,050

無形固定資産        

　ソフトウェア 14 1 3 12 8 1 3

　電話加入権 29 ― ― 29 ― ― 29

　その他 10 ― ― 10 4 2 6

無形固定資産計 54 1 3 52 12 3 39

長期前払費用 22 ― 1 20 14 1 6
 

(注)有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」の(　)内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34条)に基づいて、事業用の土地の再評価を行った際の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 1,664 18 46 ※1　　　　28 1,607

完成工事補償引当金 2 8 2 ― 8

賞与引当金 151 251 151 ― 251

債務保証損失引当金 131 ― ― ※2        6 125
 

（注）※１　返済等による取崩額及び実績繰入率による洗替額であります。

　　　※２　債務一部返済による取崩額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  三井住友信託銀行株式会社 　証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経
済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
http://www.satakensetsu.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注)１．単元未満株式買取請求に伴う手数料は、以下の算式により１単元当たりの金額を算出し、これを買取った単

元未満株式の数で按分した金額とします。

(算式)１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち

100万円以下の金額につき　　　　　　　　　　　　　　1.150％

100万円を超え500万円以下の金額につき　　　　　　　 0.900％

500万円を超え1,000万円以下の金額につき　　　　　 　0.700％

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき　　　　 　0.575％

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき　　　　 　0.375％

(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。)

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とします。

　　２．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した金融商品取引法第25条

第１項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。

 

１　有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

　　事業年度　第64期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年６月28日に関東財務局長に提出。

 

２　内部統制報告書

　　事業年度　第64期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年６月28日に関東財務局長に提出。

 

３　四半期報告書、四半期報告書の確認書

第65期第１四半期(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)　平成25年８月９日関東財務局長に提出。

第65期第２四半期(自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日)　平成25年11月11日関東財務局長に提出。

第65期第３四半期(自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日)　平成26年２月12日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成26年６月27日

佐田建設株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　亮　　一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　桂　　川　　修　　一

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる佐田建設株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、佐

田建設株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、佐田建設株式会社の平成26年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、佐田建設株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
　

 

(※) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成26年６月27日

佐田建設株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　亮　　一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　桂　　川　　修　　一

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる佐田建設株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、佐田建

設株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
　

 

(※) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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