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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 142,936 △9.1 3,428 ― 1,934 ― 500 ―

20年3月期 157,306 △14.4 △8,520 ― △10,766 ― △10,853 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1.00 0.58 2.8 1.7 2.4
20年3月期 △27.20 ― △47.0 △6.6 △5.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 98,514 18,047 18.3 △7.40

20年3月期 134,196 17,643 13.1 △30.10

（参考） 自己資本   21年3月期  18,044百万円 20年3月期  17,639百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △4,592 △363 △34 5,638
20年3月期 △17,078 1,747 △17,607 10,689

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

55,600 △9.0 △1,100 ― △1,800 ― △2,000 ― △3.77

通期 140,000 △2.1 2,700 △21.3 1,000 △48.3 700 39.8 1.29

－1－



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 540,770,388株 20年3月期 417,422,258株

② 期末自己株式数 21年3月期  7,966,126株 20年3月期  7,918,059株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 143,459 △8.3 3,503 ― 1,953 ― 507 ―

20年3月期 156,379 △14.8 △8,411 ― △10,673 ― △11,514 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1.00 0.58
20年3月期 △28.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 100,311 19,509 19.4 △4.58

20年3月期 134,893 19,089 14.2 △26.06

（参考） 自己資本 21年3月期  19,509百万円 20年3月期  19,089百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

55,600 △9.7 △1,100 ― △1,800 ― △2,000 ― △3.71

通期 140,000 △2.4 2,700 △22.9 1,000 △48.8 700 37.8 1.27

－2－



  

当連結会計年度における我が国経済は、世界的な金融危機に端を発した世界同時不況の影響によって
急速に悪化し、景気低迷の深刻かつ長期化が懸念されるなど極めて厳しい状況で推移しました。国内建
設市場につきましては、企業業績や資金調達環境の悪化による民間建設投資の大幅な減少や、公共投資
の低調な推移により、一段と厳しい情勢が続いております。 
当社は、このような経営環境の認識の下、平成20年４月に発表した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」

を鋭意推進し経営の安定を図っています。 
  
その結果、当社個別の建設受注高につきましては、以下のとおりとなりました。 
土木受注高は、官庁工事の総合評価入札案件が堅調であり、民間工事も重点案件の獲得により前事業

年度を61億円上回る771億円の受注高を確保しました。建築受注高は、景気悪化に伴う与信審査の厳格
化や採算重視の方針の下で、前事業年度比253億円減少の581億円に留まったものの、リニューアル分野
の受注高は、官庁工事の受注が順調で目標の250億円を上回る313億円となり、前事業年度比76％増の結
果となりました。 
  
当連結会計年度の連結業績につきましては、建築工事の受注減等により、売上高は1,429億円（前連

結会計年度比9.1％減）、営業利益は34億円（前連結会計年度は85億円の損失）、経常利益は19億円
（前連結会計年度は107億円の損失）となりました。当期純利益につきましては、特別損失（貸倒引当
金繰入額等）を計上しましたが５億円（前連結会計年度は108億円の損失）を確保しました。 
  
これを事業の種類別セグメント別にみますと、建設事業につきましては、完成工事高は1,399億円(前

連結会計年度比10.4％減)、営業利益は45億円（前連結会計年度は69億円の損失）となり、開発事業等
につきましては、開発事業等売上高は29億円（前連結会計年度比162.3％増）、営業利益は６億円（前
連結会計年度比137.4％増）となりました。 
  
次期連結会計年度も継続して、「中期３ヵ年(08～10年度)計画」の基本方針・基本戦略に則して諸施

策を展開し、安定した経営基盤の確立に努めてまいります。次期連結会計年度の業績予想は、売上高
1,400億円、経常利益10億円、当期純利益７億円を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末における連結貸借対照表は、前連結会計年度末に対し、資産は受取手形・完成工事
未収入金等、未収入金の減少等により356億円の減少、負債は支払手形・工事未払金等、未成工事受入
金の減少等により360億円の減少、純資産は当期純利益の計上等により４億円の増加となり、総資産は
985億円となりました。  
  
また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりとなりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務、未成工事受入金の減少等により45億円の資金減少

（前連結会計年度は170億円の資金減少）、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得
等により３億円の資金減少（前連結会計年度は17億円の資金増加）、財務活動によるキャッシュ・フロ
ーは長期借入金の返済等により３千万円の資金減少（前連結会計年度は176億円の資金減少）となりま
した。 
  

１．経 営 成 績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー
を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい
る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利
息の支払額を使用しております。 

  

当社は、早期復配を経営の 重要課題として位置付けた上で、剰余金の配当ならびに自己株式の取得
につきましては、株主の皆様への安定的な利益還元と企業体質の強化に向けた内部留保の充実を基本
に、業績と経営環境を勘案して決定する方針をとっております。 
なお、当期の配当金につきましては、誠に申し訳ございませんが無配とさせていただきます。次期の

配当につきましては、現時点では未定でございます。 

  

当社グループの経営成績、財務状況及び株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な
ものは以下のとおりであります。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。なお、下記事項は、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。 
  

①予測を上回る国内建設市場の縮小及び競争の激化 

国内建設市場につきましては、大規模な財政出動による公共投資の前倒し実施が期待されるもの
の、企業収益や資金調達環境の悪化から民間建設投資は一層の減少傾向にあり、また、受注環境の変
化に対応して、熾烈な価格競争や技術提案競争が繰り広げられております。想定を超える国内建設市
場の縮小や競争環境の激化は、当社グループの業績への懸念材料となる可能性があります。 
  

②取引先の信用リスク 

建設業は、一取引における請負金額が多額であり、また、支払条件によっては、工事代金の回収に
期間を要する場合があります。当社グループでは、取引に際して与信管理、債権管理を徹底し、可能
な限り信用リスクの回避の軽減に努めておりますが、当社グループの取引先に信用リスクが顕在化
し、追加的な損失や引当ての計上が必要となる場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
ります。 
  

③品質不良及び工事災害の発生 

建設業においては、品質不良及び工事災害が発生した場合には、社会的に大きな影響を及ぼす場合
があります。当社は全社的なＩＳＯ活動及び安全管理活動により、仮設も含めたあらゆる面での品質
の向上に取組んでおりますが、瑕疵担保責任若しくは工事災害等による損害賠償が発生した場合に
は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 2.8 15.0 15.0 13.1 18.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

11.3 26.0 17.2 10.7 9.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.8 3.1 9.6 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

7.8 8.9 6.5 ― ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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④建設資材や労務単価の急騰、調達難について 

建設資材価格や労務単価の動向は、景気低迷を受けて低調に推移しておりますが、一般的に建設工
事の施工は長期間に及ぶものが多く、その間に想定外の価格高騰の可能性があります。これら建設資
材や労務単価の高騰は工費の増加だけではなく、納期遅れや職人不足による工期への影響も考えられ
ます。価格高騰は建設業界全体に影響することであり、当社グループとしては常に全社的な対応を講
じてはおりますが、予想を超える急激な価格高騰は想定すべきリスクであると認識しております。 
  

⑤優先株式の取得請求権の行使に伴う普通株式の増加 

当社は、普通株式への取得請求権が付与されているＡ種優先株式4,300千株、Ｂ種優先株式3,300千
株およびＣ種優先株式75,529千株を発行しており、優先株主が取得請求権を行使した場合には、発行
済普通株式数が増加し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額や普通株式の市場価格に
影響を及ぼす可能性があります。 
なお、当連結会計年度にＣ種優先株式29,060千株の取得請求権が行使され、発行済普通株式が、

123,348千株増加しております。 
  

⑥法令等にかかるリスク 

当社グループでは、企業活動に係わる様々な法的規制を受けており、コンプライアンス体制の充実
に努めておりますが、万が一、これらの法的規制を遵守できなかった場合、また、法律の新設、改
廃、適用基準の変更等があった場合には、業績及び企業評価等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、平成20年４月に「中期３ヵ年(08～10年度)計画」で更なる「選択と集中」による利
益の極大化、ならびに経営・組織体制の刷新と経営資源の再配分を基本方針として、様々な経営課題に
対応し継続的に業績を向上させる経営基盤の強化を推し進めてまいりました。 
本計画の初年度となる当連結会計年度の取り組みは順調に推移し、デベロッパー関連の貸倒引当金繰

入額を特別損失に計上するものの、経常利益・当期純利益とも黒字を確保しました。利益創出構造が確
実に強化されて今後につながる成果を挙げる一方で、デベロッパーの破綻等に起因する工事債権の回収
遅延等により当連結会計年度において4,592百万円のマイナスの営業キャッシュ・フローを計上した結
果、前連結会計年度に続き２期連続でマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しました。その主な原
因は、前連結会計年度の特定の大型工事の採算低下等による赤字決算、当連結会計年度のデベロッパー
の破綻等、いずれも一過性のものと考えておりますが、当該状況により、必要資金等の確保が経営上の
課題であると認識しております。 
本計画の次年度となる平成21年度は、利益創出力の高い企業を目指すと同時に延滞債権等の保全回

収、資金収支管理の徹底等、キャッシュ・フローの改善を重視し、効率性の高い企業の実現に努めてま
いります。特に、デベロッパーに対しては、全社的なリスク管理体制の強化、与信面を考慮した案件の
選別等の対応策を実施し、工事債権の回収遅延等に対しては、商事留置権の行使等による保全回収を進
めております。 
したがって、主な金融機関様には、本中期３ヵ年計画の当連結会計年度の取り組み状況及びその成

果、ならびに平成21年度計画をはじめとする当社の状況についてはご理解をいただいており、平成21年
10月に満期を迎えるシンジケーション方式タームローンの更新を含む必要資金等については、今後も従
来通りご支援をいただけるものと考えております。 
今後も本計画に則った施策を着実に実施し、事業別管理の徹底により意識改革を図りながら、「利益

管理」「リスク管理」「収支改善」「経営刷新の浸透」を着実に進め、一層と厳しさを増す市場環境・
業界環境へもスピーディに対応していきたいと考えております。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係
会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

  

  

  

当社は、技術に裏打ちされた経営効率の高い企業集団となることを経営の基本方針としており、グル
ープ各社の経営の合理化に努めるとともに、技術と品質により一層の磨きを掛け、株主各位及び社会の
信頼と期待に添えるような企業集団を目指していきます。 

  

平成２１年度における経営目標（個別）は以下のとおりです。  
  

◇ 経常利益 １０億円     当期純利益 ７億円  
  

◇ 営業キャッシュ・フローの黒字  

  

当社は、平成20年4月に「中期３ヵ年(08～10年度)計画」で、更なる「選択と集中」による利益の極
大化、ならびに経営・組織体制の刷新と経営資源の再配分を基本方針として、様々な経営課題に対応し
継続的に業績を向上させる経営基盤の強化を推し進めてまいりました。 
本計画の初年度となる当連結会計年度の取り組みは順調に推移し、マンションデベロッパー関連の貸

倒引当金繰入額を特別損失に計上するものの、経常利益、当期純利益とも黒字を確保しました。利益創
出構造が確実に強化されて今後につながる成果を挙げる一方で、資金収支面では営業キャッシュ・フロ
ーの改善が次年度の課題となりました。 
本計画の次年度となる平成21年度は、利益創出力の高い企業を目指すと同時にキャッシュ・フローを

重視し、効率性の高い企業の実現に努めてまいります。 
今後も本計画に則った施策を着実に実施し、事業別管理の徹底により意識改革を図りながら、「利益

管理」「リスク管理」「収支改善」「経営刷新の浸透」を着実に進め、一層と厳しさを増す市場環境、
業界環境へもスピーディに対応していきたいと考えております。 

  

２．企 業 集 団 の 状 況

３．経 営 方 針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題
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４．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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 ※１  10,689 ※１  5,825

受取手形・完成工事未収入金等 ※２  73,528 ※２  53,873

販売用不動産 － ※３  1,598

未成工事支出金等 10,973 5,769

たな卸不動産 ※４  1,993 －

未収入金 15,457 8,623

その他 ※５  855 1,717

貸倒引当金 △1,733 △1,974

流動資産合計 111,763 75,432

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※６  13,337 ※６  13,550

機械、運搬具及び工具器具備品 ※７  4,025 4,036

土地 ※８  6,469 ※８  6,469

リース資産 － 84

減価償却累計額 △9,244 △9,566

有形固定資産合計 14,588 14,575

無形固定資産 774 680

投資その他の資産   

投資有価証券 ※９  3,943 ※９  3,726

その他 ※10  5,501 ※10  6,245

貸倒引当金 △2,416 △2,153

投資その他の資産合計 7,028 7,818

固定資産合計 22,391 23,073

繰延資産   

株式交付費 41 7

繰延資産合計 41 7

資産合計 134,196 98,514
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 62,302 36,060

短期借入金 16,091 17,362

未成工事受入金 9,774 6,757

預り金 13,750 11,411

完成工事補償引当金 771 386

工事損失引当金 3,565 996

その他 2,746 1,403

流動負債合計 109,002 74,378

固定負債   

退職給付引当金 5,769 5,566

その他 1,781 522

固定負債合計 7,550 6,088

負債合計 116,553 80,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,519 5,519

資本剰余金 25,015 13,500

利益剰余金 △11,623 391

自己株式 △1,355 △1,355

株主資本合計 17,556 18,056

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 △9

為替換算調整勘定 5 △2

評価・換算差額等合計 82 △12

少数株主持分 4 3

純資産合計 17,643 18,047

負債純資産合計 134,196 98,514
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 156,165 139,944

開発事業等売上高 1,140 2,991

売上高合計 157,306 142,936

売上原価   

完成工事原価 157,053 130,693

開発事業等売上原価 832 2,351

売上原価合計 157,885 133,045

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △887 9,250

開発事業等総利益 308 640

売上総利益又は売上総損失（△） △579 9,890

販売費及び一般管理費 ※１  7,941 ※１  6,462

営業利益又は営業損失（△） △8,520 3,428

営業外収益   

受取利息 84 64

受取配当金 22 106

負ののれん償却額 34 34

為替差益 － 50

その他 83 32

営業外収益合計 224 289

営業外費用   

支払利息 640 650

退職給付会計基準変更時差異の処理額 598 598

貸倒引当金繰入額 423 －

為替差損 254 －

その他 553 535

営業外費用合計 2,470 1,784

経常利益又は経常損失（△） △10,766 1,934

特別利益   

割増退職金戻入額 － 60

償却債権取立益 － 29

外国租税公課戻入額 － 29

固定資産売却益 ※２  1,189 ※２  0

投資有価証券売却益 － 53

その他 56 2

特別利益合計 1,246 176
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※３  3 －

貸倒引当金繰入額 － 1,318

関係会社出資金評価損 323 －

割増退職金 263 －

たな卸不動産評価損 191 －

その他 306 112

特別損失合計 1,088 1,430

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△10,609 680

法人税、住民税及び事業税 244 179

法人税等合計 244 179

少数株主損失（△） △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） △10,853 500
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,519 5,519

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,519 5,519

資本剰余金   

前期末残高 29,635 25,015

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 △4,619 △11,514

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △4,620 △11,515

当期末残高 25,015 13,500

利益剰余金   

前期末残高 △5,390 △11,623

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 4,619 11,514

当期純利益又は当期純損失（△） △10,853 500

当期変動額合計 △6,233 12,015

当期末残高 △11,623 391

自己株式   

前期末残高 △1,353 △1,355

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △1,355 △1,355

株主資本合計   

前期末残高 28,412 17,556

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △10,853 500

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △10,855 499

当期末残高 17,556 18,056
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 172 77

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △87

当期変動額合計 △95 △87

当期末残高 77 △9

為替換算調整勘定   

前期末残高 4 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △7

当期変動額合計 0 △7

当期末残高 5 △2

評価・換算差額等合計   

前期末残高 177 82

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94 △94

当期変動額合計 △94 △94

当期末残高 82 △12

少数株主持分   

前期末残高 4 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 4 3

純資産合計   

前期末残高 28,593 17,643

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △10,853 500

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94 △95

当期変動額合計 △10,950 404

当期末残高 17,643 18,047
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△10,609 680

減価償却費 852 662

貸倒引当金の増減額（△は減少） 334 908

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,207 △2,569

退職給付引当金の増減額（△は減少） △193 △203

受取利息及び受取配当金 △106 △171

負ののれん償却額 △34 △34

支払利息 640 650

為替差損益（△は益） 12 35

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △53

投資有価証券評価損益（△は益） 2 70

関係会社出資金評価損 323 －

じん肺損害賠償金 13 112

割増退職金 263 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,186 △0

売上債権の増減額（△は増加） 12,414 17,825

販売用不動産の増減額（△は増加） － 395

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △3,244 5,205

たな卸不動産の増減額（△は増加） 225 －

未収消費税等の増減額（△は増加） 699 △994

未収入金の増減額（△は増加） 10,048 6,833

その他の資産の増減額（△は増加） 1,038 △9

仕入債務の増減額（△は減少） △28,052 △26,139

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,408 △3,016

預り金の増減額（△は減少） △6,788 △2,338

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,197 △1,207

その他の負債の増減額（△は減少） △585 △48

その他 10 △343

小計 △16,119 △3,751

利息及び配当金の受取額 102 181

利息の支払額 △658 △621

じん肺損害賠償金支払額 △3 △228

法人税等の支払額 △397 △173

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,078 △4,592

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 60

有形固定資産の取得による支出 △96 △312

有形固定資産の売却による収入 1,996 1

無形固定資産の取得による支出 △63 △113

投資有価証券の取得による支出 △5 △59

定期預金の預入による支出 － △186

関係会社出資金の払込による支出 △323 －

投資有価証券の売却による収入 57 173

貸付けによる支出 △7 △19

貸付金の回収による収入 101 84

その他 87 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,747 △363
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △368 2,673

長期借入金の返済による支出 △8,236 △2,677

新株予約権付社債の繰上償還による支出 △9,000 －

その他 △3 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,607 △34

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,974 △5,050

現金及び現金同等物の期首残高 43,663 10,689

現金及び現金同等物の期末残高 10,689 5,638
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(5) 継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社グループは、当連結会計年度において8,520百万

円の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務

リストラ等により７期連続で当期純損失を計上した。

当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。

 当連結会計年度の赤字要因は特定案件の損失、建築

基準法改正等の影響、資機材の高騰等、多くが一過性

のものであり、また、マイナスの営業キャッシュ・フ

ロー計上の主な要因は赤字決算及び官庁工事減少、マ

ンション比率増加等による工事収支の悪化によるもの

である。

 当社は、上記状況に対応するため、また昨今の市場

環境等を踏まえ、①新たな事業環境に対応した中期経

営計画の策定、②新たなビジネスチャンスへの挑戦、

③安定した資金の確保等を中心とした施策を実行する

ことにより経営の安定を図っていく所存である。

 新たに作成した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」

は、外部環境認識、当連結会計年度赤字決算となった

主要因、当連結会計年度までの事業戦略の再評価等を

踏まえ策定し、「さらなる選択と集中による利益の極

大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配

分」を基本方針としている。土木事業は官庁工事の総

合評価方式対応体制を一層強化し、得意工種（ダム・

トンネル等）に絞り込む。建築事業は首都圏に 優先

で経営資源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り

込み、高採算のリニューアル分野の拡大を進める。

 組織体制は土木・建築事業ごとの利益管理の徹底と

効率性の向上を目的に、土木・建築事業の分離と地域

ブロック化を実施する。11支店41営業所を６支社25営

業所体制に、従業員については本年６月末を目処に200

人規模の早期退職優遇制度を実施し1,500人体制とし、

販売費及び一般管理費等の経費は前年度比18億円削減

する計画である。これにより土木・建築事業別の採算

性が確保出来るとともに、今後ますます厳しさを増す

業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体制と

した。更に、今後も積極的に新たなビジネスチャンス

への挑戦を実施し、厳しい市場環境や業界環境に対応

した施策を検討する。

 なお、当連結会計年度末における自己資本比率も

13.1％を確保、有利子負債は自己資本を下回り、有利

子負債月商倍率も1.3倍と適正水準を維持している。

 一方、金利上昇、サブプライム・ローン問題、原油

高騰等の本計画を阻害する経済環境要因も考えられる

が、本中期３ヵ年計画を含め当社の状況については、

主な金融機関様にはご理解を戴いており、必要資金等

については今後も従来通りご支援を戴けるものと考え

ている。したがって、次期についての資金不足は生じ

ないものと判断している。

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映していない。
 

――――――――
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  連結子会社数    ２社 

 連結子会社名  

  ㈱Ｅ＆ＣＳ  

  TOBISHIMA BRUNEI SDN.BHD. 

 従来、連結子会社であった㈱オフィ

スネットワーク及び㈱新日本総合設計

は、平成19年６月１日付で、当社に吸

収合併されている。 

 

 連結子会社数     ２社

 連結子会社名 

  ㈱Ｅ＆ＣＳ 

  TOBISHIMA BRUNEI SDN.BHD.

 主要な非連結子会社名 

  TOBISHIMA PHILIPPINES,INC. 

  合同会社アール・ティー・ケー

 主要な非連結子会社名 

  TOBISHIMA PHILIPPINES,INC.

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いない。

 

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法適用会社数

―――――――

 持分法適用会社数

―――――――

持分法非適用の主要な非連結子会社

名 

 TOBISHIMA PHILIPPINES,INC. 

 合同会社アール・ティー・ケー

持分法非適用の主要な非連結子会社

名 

 TOBISHIMA PHILIPPINES,INC.

 持分法非適用の非連結子会社は、そ

れぞれ当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適

用から除外している。

 

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社TOBISHIMA BRUNEI SDN.  

BHD.の決算日は12月31日である。連結

財務諸表の作成に当たっては同決算日

現在の財務諸表を使用している。ただ

し、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行うこと

としている。

 上記以外の連結子会社の事業年度

は、連結財務諸表提出会社と同一であ

る。

 

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

 

有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末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)

 

 

有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

たな卸資産 

 たな卸不動産(販売用不動産)

  個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

たな卸資産 

 販売用不動産

同左

 未成工事支出金等(未成工事支出金) 

  個別法による原価法

 未成工事支出金等(未成工事支出金)

同左

 未成工事支出金等(材料貯蔵品)

  移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

 未成工事支出金等(材料貯蔵品)

同左

(会計方針の変更)

  当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計

基準第９号 平成18年７月５日)を

早期適用している。

  これにより、営業損失及び経常損

失が30百万円、税金等調整前当期純

損失が221百万円、それぞれ増加し

ている。

  当該会計方針の変更は、受入準備

の整った当下半期より適用してお

り、当中間連結会計期間は、変更後

の方法によった場合と比べ、税金等

調整前中間純損失が191百万円少な

く計上されている。

―――――――

 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法

有形固定資産

  主として定率法(ただし、平成10

年４月１日以降に取得した建物(附

属設備を除く)は定額法)を採用して

いるが、在外連結子会社は定額法を

採用している。

  なお、当社及び国内連結子会社の

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

準によっている。

有形固定資産(リース資産を除く)

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(会計方針の変更)

  法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令83号))に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更している。

  これにより営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失が２百万

円増加している。

―――――――

(追加情報)

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資

産について、償却可能限度額まで償

却が終了した翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上してい

る。

  これにより、営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失が46百

万円増加している。

―――――――

無形固定資産

  定額法を採用している。

  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

よっている。

  また、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

いる。

 

無形固定資産(リース資産を除く)

同左

――――――― 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

存価額を零とする定額法を採用し

ている。

 (3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒れによ

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

額を計上している。

 

貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵担保の費用に

備えるため、過去の補償実績を基礎

に、将来の見込みを加味して計上し

ている。

 

完成工事補償引当金

同左

工事損失引当金

  受注工事に係る将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末における

未引渡工事の損失見込額を計上して

いる。

工事損失引当金

同左

退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。

  会計基準変更時差異は、15年によ

る均等額を費用処理している。

  過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法により費

用処理している。

  数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理している。

退職給付引当金

同左

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に準じた方法によっている。

 

―――――――

 (5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

１ 長期請負工事の収益計上基準

  当社は、工期が12ヶ月を超え、且

つ請負契約高が１億円以上の工事に

ついて、工事進行基準を適用してお

り、在外連結子会社は、全ての工事

について工事進行基準を適用してい

る。

１ 長期請負工事の収益計上基準

同左

  なお、工事進行基準によった完成

工事高は100,686百万円である。 

 なお、工事収益総額または工事原

価総額の見積精度を勘案し、一部工

事については工事進行基準を適用し

ていない。

  なお、工事進行基準によった完成

工事高は89,845百万円である。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(会計方針の変更) 

 当社は、従来、工事進行基準の適

用範囲は、請負契約高が３億円以

上、且つ工期が12ヶ月を超える工事

を対象としていたが、平成19年４月

１日以降の受注工事より、請負契約

高が１億円以上、且つ工期が12ヶ月

を超える工事に変更した。 

 この変更は、経済環境等の変化に

伴い、受注工事の請負金額が更なる

小型化傾向にあり、今後もその傾向

が継続すると見込まれることから、

四半期開示制度への対応も含め、期

間損益計算のより一層の適正化を図

るものである。 

 この変更により、従来の基準によ

った場合に比べ、売上高が559百万

円増加し、売上総損失、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損

失が、それぞれ21百万円減少してい

る。 

―――――――

 

――――――― (追加情報)

  工事進行基準の対象である長期請

負工事のうち一部工事については、

工事原価総額の見積精度等の諸要件

を勘案し、工事進行基準を適用して

いなかったが、当該工事に係る原価

管理体制の整備強化等に伴い、見積

精度の信頼性が得られたことから、

第２四半期連結会計期間よりこれら

の長期請負工事について工事進行基

準を適用することとした。

  これにより、当連結会計年度の営

業利益が169百万円、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が251百万

円それぞれ増加している。

２ 繰延資産の処理方法 

 株式交付費は、定額法(３年)によ

り償却している。

２ 繰延資産の処理方法 

 株式交付費は、定額法(３年)によ

り償却している。

 社債発行費は、３年間で均等償却

している。

 なお、当連結会計年度において、

第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債の繰上償還を実施したため、

全額償却している。

３ 消費税等の会計処理

  消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。

 

３ 消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価は

全面時価評価法によっている。 

  

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 

 のれん及び負ののれんは、５年間の

均等償却を行うこととしている。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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、価値の

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る。

同左

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― (リース取引に関する会計基準等の適用)

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、

所有権移転外ファイナンス・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から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更して

いる。

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益

に与える影響は軽微であり、税金等調整前当期純利益

は３百万円減少している。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(連結貸借対照表)

１ 「長期貸付金」(当連結会計年度636百万円)につい

ては、資産の総額の100分の１以下となったため、当

連結会計年度は投資その他の資産の「その他」に含め

て表示している。

 

(連結貸借対照表)

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

20年８月７日 内閣府令第50号)が適用となることに

伴い、前連結会計年度において「たな卸不動産」とし

て掲記していたものは、当連結会計年度から「販売用

不動産」として掲記している。
２ 「長期借入金」(当連結会計年度1,305百万円)につ

いては、負債及び純資産の合計額の100分の１以下と

なったため、当連結会計年度は固定負債の「その他」

に含めて表示している。

 

(連結損益計算書)

１ 「受取賃貸料」(当連結会計年度０百万円)について

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、当連結会計年度は営業外収益の「その他」に含め

て表示している。

 

(連結損益計算書)

  「投資有価証券売却益」については、特別利益の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記した。なお、

前連結会計年度は特別利益の「その他」に11百万円含

めて表示している。

２ 「貸倒引当金繰入額」については、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、区分掲記した。なお、

前連結会計年度は営業外費用の「その他」に54百万円

含めて表示している。

 

３ 「じん肺損害賠償金」(当連結会計年度13百万円)に

ついては、営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、当連結会計年度は営業外費用の「その他」に

含めて表示している。

 

４ 「固定資産除却損」(当連結会計年度18百万円)につ

いては、特別損失の総額の100分の10以下となったた

め、当連結会計年度は特別損失の「その他」に含めて

表示している。

 

５ 「割増退職金」については、特別損失の総額の100

分の10を超えたため、区分掲記した。なお、前連結会

計年度は特別損失の「その他」に99百万円含めて表示

している。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

―――――――

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

20年８月７日 内閣府令第50号)が適用となることに

伴い、前連結会計年度において「たな卸不動産の増減

額」として掲記していたものは、当連結会計年度から

「販売用不動産の増減額」として掲記している。

飛島建設㈱（1805）　平成21年３月期　決算短信

－22－



  

 
  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

１ ※９、※10 このうち非連結子会社に対する金額

は、次のとおりである。

投資有価証券(株式) ０百万円

その他(投資その他の資産) 

(出資金)
０

 

１ ※９ このうち非連結子会社に対する金額は、次の

とおりである。

投資有価証券(株式) ０百万円

２ 担保資産

 (イ)下記の資産は、短期借入金15,447百万円の担保に

供している。

２ 担保資産

 (イ)下記の資産は、短期借入金16,950百万円の担保に

供している。

 

※１ 現金預金 1,150百万円

※２ 受取手形 3,849

※４ たな卸不動産 1,873

※６ 建物・構築物 7,488

※８ 土地 6,221

※９ 投資有価証券 498

※10 

 

その他(投資その他の
資産) 
(会員権他)

511

計 21,593

    

※１ 現金預金 1,980百万円

※２ 受取手形 3,019

※３ 販売用不動産 1,500

※６ 建物・構築物 7,511

※８ 土地 6,221

※９ 投資有価証券 381

※10 

 

その他(投資その他の
資産) 
(会員権他)

509

計 21,124

また、工事請負代金の一部4,890百万円につい
て、債権譲渡担保差入証書を差入れている。

 (ロ)下記の資産は、営業保証金等として差入れてい

る。

 (ロ)下記の資産は、営業保証金等として差入れてい

る。

 

※５
その他(流動資産) 
(有価証券)

59百万円

※９ 投資有価証券 5

計 64

 

 

※９ 投資有価証券 35百万円

 

３ 偶発債務

 (イ)保証債務

  下記の会社等の金融機関借入金等に対して、次のと

おり保証を行っている。

３ 偶発債務

 (イ)保証債務

  下記の会社等の金融機関借入金等に対して、次のと

おり保証を行っている。

 

章栄不動産㈱(手付金) 118百万円

従業員(住宅ローン) 56

その他３件 115

計 290

 

 

従業員(住宅ローン) 36百万円

章栄不動産㈱(手付金) 2

計 38

 

 (ロ)当社は、東京開発Ｍ特定目的会社と請負代金

3,404百万円の工事請負契約を締結している。 

   なお、当該契約には、責任財産限定の特約が付さ

れており、当社請負代金は、当該特定目的会社の責

任財産を原資とし、その範囲内で支払われることと

なっている。

 (ロ)当社は、東京開発Ｍ特定目的会社と請負代金

3,404百万円の工事請負契約を締結している。 

   なお、当該契約には、責任財産限定の特約が付さ

れており、当社請負代金は、当該特定目的会社の責

任財産を原資とし、その範囲内で支払われることと

なっている。

 

４ ※４、※６、※７、※８ 所有目的の変更により、

有形固定資産243百万円(建物・構築物52百万円、機

械、運搬具及び工具器具備品０百万円、土地190百万

円)を、たな卸不動産へ振替えている。

４        ―――――――
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(注) 普通株式の増加は、第一回Ｃ種優先株式の取得請求権の行使により交付したものである。 

  

   
(注) １ 普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものである。 

２ 普通株式の減少は、単元未満株式の買増請求に基づく売渡しによるものである。 

３ 第一回Ｃ種優先株式の増加は、取得請求権の行使によるものである。 

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ ※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとお

りである。

従業員給料手当 3,569百万円

退職給付費用 445
 

１ ※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとお

りである。

従業員給料手当 2,795百万円

退職給付費用 396

２ ※１ 研究開発費の総額は474百万円であり、すべ

て販売費及び一般管理費に含まれている。

 

２ ※１ 研究開発費の総額は418百万円であり、すべ

て販売費及び一般管理費に含まれている。

 

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであ

る。

建物 130百万円

土地 1,054

その他 4

計 1,189

 

 

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであ

る。

車両運搬具 0百万円

機械装置 0

計 0

 

４ ※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであ

る。

車両運搬具 2百万円

その他 0

計 3

 

４        ―――――――

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

普通株式 398,952 18,470 ― 417,422

Ａ種優先株式 4,300 ― ― 4,300

Ｂ種優先株式 3,300 ― ― 3,300

第一回Ｃ種優先株式 36,363 ― ― 36,363

第二回Ｃ種優先株式 36,363 ― ― 36,363

第三回Ｃ種優先株式 36,363 ― ― 36,363

合計 515,641 18,470 ― 534,111

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

普通株式 7,887 34 3 7,918

第一回Ｃ種優先株式 ― 4,500 ― 4,500

合計 7,887 4,534 3 12,418
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３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし 
  

該当事項なし 

  

   
(注) １ 普通株式の増加は、第一回Ｃ種優先株式及び第二回Ｃ種優先株式の取得請求権の行使により交付したもので

ある。 

２ 第一回Ｃ種優先株式及び第二回Ｃ種優先株式の減少は、自己株式の消却によるものである。 

  

   
(注) １ 普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものである。 

２ 普通株式の減少は、単元未満株式の買増請求に基づく売渡しによるものである。 

３ 第一回Ｃ種優先株式及び第二回Ｃ種優先株式の増加は、取得請求権の行使によるものである。 

４ 第一回Ｃ種優先株式及び第二回Ｃ種優先株式の減少は、自己株式の消却によるものである。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし 
  

該当事項なし 

  

  

４ 配当に関する事項

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

普通株式 417,422 123,348 ― 540,770

Ａ種優先株式 4,300 ― ― 4,300

Ｂ種優先株式 3,300 ― ― 3,300

第一回Ｃ種優先株式 36,363 ― 27,439 8,924

第二回Ｃ種優先株式 36,363 ― 6,121 30,242

第三回Ｃ種優先株式 36,363 ― ― 36,363

合計 534,111 123,348 33,560 623,899

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

普通株式 7,918 56 8 7,966

第一回Ｃ種優先株式 4,500 22,939 27,439 ―

第二回Ｃ種優先株式 ― 6,121 6,121 ―

合計 12,418 29,116 33,568 7,966

４ 配当に関する事項
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(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容 

(1) 事業区分の方法 

  日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

(2) 各区分に属する主要な事業内容 

  建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  開発事業等：不動産開発・住宅販売事業・不動産賃貸・保険代理店等に関する事業 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,827百万円である。その主なも

のは、提出会社本社の事業統括部及び財務統括部等に係る費用である。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,157百万円である。その主なものは、提出会

社での余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等である。 

４ 会計処理基準等の変更 

 「(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な

資産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、たな卸資産について、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」を適用している。この結果、開発事業等の営業費用が30百万円増加、営業利益が同額

減少し、資産が221百万円減少している。 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

  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

(平成20年３月31日)

現金預金勘定 10,689百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

―

現金及び現金同等物 10,689

   

  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

(平成21年３月31日)

現金預金勘定 5,825百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△186

現金及び現金同等物 5,638

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

建設事業 
(百万円)

開発事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
  売上高

156,165 1,140 157,306 ― 157,306

(2) セグメント間の内部 
  売上高

― 78 78 (78) ―

計 156,165 1,218 157,384 (78) 157,306

営業費用 163,112 965 164,078 1,748 165,827

営業損益 △6,946 253 △6,693 (1,827) △8,520

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出

資産 119,957 12,083 132,040 2,156 134,196

減価償却費 540 247 787 ― 787

資本的支出 121 9 131 ― 131
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(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容 

(1) 事業区分の方法 

  日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

(2) 各区分に属する主要な事業内容 

  建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  開発事業等：不動産開発・住宅販売事業・不動産賃貸・保険代理店等に関する事業 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,683百万円である。その主なも

のは、提出会社本社の事業統括部及び財務統括部等に係る費用である。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,170百万円である。その主なものは、提出会

社での余資運用資金(預金)及び管理部門に係る資産等である。 

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計金額に占める日本の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略した。 

  

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

建設事業 
(百万円)

開発事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
  売上高

139,944 2,991 142,936 ― 142,936

(2) セグメント間の内部 
  売上高

― 77 77 (77) ―

計 139,944 3,069 143,014 (77) 142,936

営業費用 135,433 2,468 137,901 1,605 139,507

営業利益 4,510 601 5,112 (1,683) 3,428

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出

資産 83,048 12,296 95,344 3,169 98,514

減価償却費 384 235 619 ― 619

資本的支出 176 308 485 ― 485

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日）
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

  

該当事項なし 

  

  

  

 
  

  

(リース取引関係)

(関連当事者との取引)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

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

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

繰延税金資産

 繰越欠損金 23,577百万円

 たな卸不動産評価損 3,541

 減損損失 2,350

 退職給付引当金 2,348

 工事損失引当金 1,451

 その他 1,649

繰延税金資産小計 34,919

評価性引当額 △34,919

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金資産

繰越欠損金 23,782百万円

販売用不動産評価損 3,355

減損損失 2,340

退職給付引当金 2,265

貸倒引当金 1,264

その他 1,586

繰延税金資産小計 34,595

評価性引当額 △34,595

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 ―

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

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

 

法定実効税率 40.7％

 (調整)

 永久に損金に算入されない項目 △4.1

 住民税均等割 △1.6

 評価性引当額 △37.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.3

   

法定実効税率 40.7％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 13.1

永久に益金に算入されない項目 △2.5

住民税均等割 23.9

評価性引当額 △48.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.4
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの

株式 204 308 103

小計 204 308 103

(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 196 170 △26

債券

国債・地方債等 59 59 △0

小計 256 230 △26

合計 461 538 77

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

25 11 ―

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日)

(1) その他有価証券

 非上場株式 3,464百万円

(2) 非連結子会社株式 0百万円

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成20年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

国債・地方債等 59 ― ― ―

合計 59 ― ― ―
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 当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はない。 

  

当連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの

株式 72 88 15

債券

国債・地方債等 29 30 0

小計 102 119 16

(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 188 161 △26

小計 188 161 △26

合計 291 281 △9

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

166 53 ―

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日)

(1) その他有価証券

 非上場株式 3,445百万円

(2) 非連結子会社株式 0百万円

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成21年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

国債・地方債等 ― 30 ― ―

合計 ― 30 ― ―

(デリバティブ取引関係)

 前連結会計年度末（平成20年３月31日）及び当連結会計年度末（平成21年３月31日）
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けている。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る。

  その他、当社と連結子会社１社は、総合設立型の

「全国建設厚生年金基金」に加入しているが、当該厚

生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができないため、当該年金

基金への要拠出額を退職給付費用として計上してい

る。

  なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次の通りである。

① 制度全体の積立状況に関する事項(平成19年３月

31日現在)

年金資産の額 234,769百万円

年金財政計算上の給付債務の額 230,852

差引額 3,916

② 制度全体に占める当社グループの給与総額割合

(平成19年３月31日現在) 4.6％

③ 補足説明

  同制度における平成19年３月31日現在の未償却過

去勤務債務残高13,421百万円は、平成28年３月まで

の元利均等償却である。当社グループの当該償却に

係る当連結会計年度の特別掛金87百万円は総合設立

型厚生年金基金掛金等に含めて費用処理している。

 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けている。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る。

  その他、当社と連結子会社１社は、総合設立型の

「全国建設厚生年金基金」に加入しているが、当該厚

生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができないため、当該年金

基金への要拠出額を退職給付費用として計上してい

る。

  なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次の通りである。

① 制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月

31日現在)

年金資産の額 214,436百万円

年金財政計算上の給付債務の額 242,567

差引額 △28,131

② 制度全体に占める当社グループの給与総額割合

(平成20年３月31日現在) 4.4％

③ 補足説明

  同制度における平成20年３月31日現在の未償却過

去勤務債務残高11,890百万円は、平成28年３月まで

の元利均等償却である。当社グループの当該償却に

係る当連結会計年度の特別掛金72百万円は総合設立

型厚生年金基金掛金等に含めて費用処理している。

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日) ２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日)

退職給付債務 △15,725百万円

年金資産 4,085

未積立退職給付債務 △11,640

会計基準変更時差異の未処理額 4,189

未認識数理計算上の差異 1,536

未認識過去勤務債務 (注)１ 144

連結貸借対照表計上額 △5,769

前払年金費用 ―

退職給付引当金（注）２ △5,769  

退職給付債務 △13,726百万円

年金資産 2,807

未積立退職給付債務 △10,918

会計基準変更時差異の未処理額 3,591

未認識数理計算上の差異 1,761

連結貸借対照表計上額 △5,566

前払年金費用 ―

退職給付引当金 △5,566

(注) １ 平成16年４月に実施された「全国建設厚生

年金基金」の制度変更により、当社適格退

職年金制度の退職給付債務が721百万円増

加しており、これに伴う過去勤務債務は発

生年度より５年で償却する方針である。

２ 当連結会計年度における連結貸借対照表

上、平成20年６月に予定している早期退職

優遇制度による支給見込額等263百万円を

退職給付引当金に含めている。

３ 子会社１社は退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用している。

(注)  子会社１社は退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用している。
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該当事項なし 

  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

勤務費用 644百万円

利息費用 323

期待運用収益 △71

会計基準変更時差異の費用処理額 598

数理計算上の差異の費用処理額 287

過去勤務債務の費用処理額 (注)１ 144

小計 1,926

総合設立型厚生年金基金掛金等 404

割増退職金等 (注)２ 263

退職給付費用合計 2,594  

勤務費用 615百万円

利息費用 309

期待運用収益 ―

会計基準変更時差異の費用処理額 598

数理計算上の差異の費用処理額 349

過去勤務債務の費用処理額 (注) 144

小計 2,017

総合設立型厚生年金基金掛金等 365

退職給付費用合計 2,382

(注) １ 「２ 退職給付債務に関する事項」(注)１

に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年

度の損益処理額である。

２ 割増退職金等は、平成20年６月に予定して

いる早期退職優遇制度による支給見込額等

であり、特別損失に計上している。

(注) 平成16年４月に実施された「全国建設厚生年金

基金」の制度変更により、当社適格退職年金制

度の退職給付債務が721百万円増加しており、こ

れに伴う当連結会計年度の費用処理額である。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 

退職給付見込額の

期間配分方法
期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 1.7％

過去勤務債務の額

の処理年数

５年(発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法による。)

数理計算上の差異

の処理年数

10年(各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理し

ている。)

会計基準変更時 

差異の処理年数
15年

 

(追加情報)

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号 平

成19年５月15日)を適用している。

 

退職給付見込額の

期間配分方法
同左

割引率 2.0％

期待運用収益率 ― ％

過去勤務債務の額

の処理年数

同左 

  

 

数理計算上の差異

の処理年数

同左 

  

 

  

 

 

会計基準変更時 

差異の処理年数
同左

 
―――――――

 

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）
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(共通支配下の取引等) 

 

平成19年６月１日を合併期日とし、当社を存続会社とする吸収合併方式である。結合後企業の名称
は飛島建設㈱であり、㈱オフィスネットワーク及び㈱新日本総合設計は解散した。本合併による新株
式の発行及び合併交付金の支払いはない。 

本合併によりグループ経営の効率化を図り、不動産開発並びに賃貸事業の収益拡大を目指すもので
ある。 

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 改正平成18年12月22日)に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理している。 
なお、当社が㈱オフィスネットワーク及び㈱新日本総合設計より受入れた資産及び負債は、合併期

日の前日に付された適正な帳簿価額により計上している。 

  

該当事項なし 

  

  

  

  

 
  

(企業結合等関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

 (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合企業： 名称 飛島建設㈱（当社）

事業の内容 建設事業、開発事業他

被結合企業： 名称 ㈱オフィスネットワーク（当社の全額出資子会社）

事業の内容 不動産賃貸事業

名称 ㈱新日本総合設計（当社の全額出資子会社）

事業の内容 不動産賃貸管理事業

 (2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

 (3) 取引の目的を含む取引の概要

２ 実施した会計処理の概要

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 △30.10円 △7.40円

１株当たり当期純損益 △27.20円 1.00円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、１株当たり当

期純損失が計上されているため記載

していない。

0.58円
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 
  

 
  

２ １株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りである。 
  

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 17,643 18,047

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 29,968 21,990

（うち少数株主持分（百万円）） 4 3

（うち優先株式発行金額（百万円）） 29,901 21,910

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
優先配当額（要支給額）（百万円））

62 76

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） △12,324 △3,942

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数（千株）

409,504 532,804

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純損益

当期純損益（百万円） △10,853 500

普通株主に帰属しない金額（百万円） 13 14

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
 優先配当額（要支給額）（百万円））

13 14

普通株式に係る当期純損益（百万円） △10,866 486

普通株式の期中平均株式数（千株） 399,571 485,586

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） ― 14

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
 優先配当額（要支給額）（百万円））

― 14

普通株式増加数（千株） ― 375,016

（うちＡ種優先株式（千株）） ― 8,486

（うちＢ種優先株式（千株）） ― 14,142

（うち第一回Ｃ種優先株式（千株）） ― 66,274

（うち第二回Ｃ種優先株式（千株）） ― 136,861

（うち第三回Ｃ種優先株式（千株）） ― 149,251

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

Ａ種優先株式4,300千株、Ｂ

種優先株式3,300千株及びＣ

種優先株式109,089千株。

―――――
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５．個 別 財 務 諸 表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 10,611 5,769

受取手形 8,412 4,965

完成工事未収入金 65,261 49,357

有価証券 59 －

販売用不動産 1,993 1,598

未成工事支出金 10,917 5,690

材料貯蔵品 55 78

短期貸付金 － 1,834

前払費用 83 53

未収入金 15,454 8,618

未収消費税等 － 1,004

その他 1,718 623

貸倒引当金 △1,733 △1,974

流動資産合計 112,834 77,619

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,995 13,209

減価償却累計額 △5,238 △5,462

建物（純額） 7,756 7,747

構築物 334 334

減価償却累計額 △268 △277

構築物（純額） 65 57

機械及び装置 1,772 1,794

減価償却累計額 △1,694 △1,710

機械及び装置（純額） 77 83

車両運搬具 444 440

減価償却累計額 △418 △420

車両運搬具（純額） 26 20

工具器具・備品 1,790 1,785

減価償却累計額 △1,599 △1,611

工具器具・備品（純額） 190 173

土地 6,469 6,469

リース資産 － 84

減価償却累計額 － △61

リース資産（純額） － 22

有形固定資産合計 14,586 14,574

無形固定資産   

借地権 39 39

その他 730 637

無形固定資産合計 769 676

飛島建設㈱（1805）　平成21年３月期　決算短信

－35－



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,943 3,726

関係会社株式 17 0

出資金 260 259

関係会社出資金 0 －

長期貸付金 77 72

従業員に対する長期貸付金 132 93

破産債権、更生債権等 1,544 2,592

長期前払費用 14 12

長期未収入金 1,560 1,390

その他 1,482 1,394

貸倒引当金 △2,372 △2,109

投資その他の資産合計 6,660 7,433

固定資産合計 22,017 22,684

繰延資産   

株式交付費 41 7

繰延資産合計 41 7

資産合計 134,893 100,311

負債の部   

流動負債   

支払手形 20,304 13,463

工事未払金 41,408 23,034

短期借入金 16,091 17,362

リース債務 － 18

未払金 1,992 546

未払費用 506 503

未払法人税等 220 226

未成工事受入金 9,776 6,758

預り金 13,750 11,427

前受収益 0 1

完成工事補償引当金 775 395

工事損失引当金 3,565 996

その他 3 86

流動負債合計 108,395 74,820

固定負債   

長期借入金 1,305 7

リース債務 － 9

退職給付引当金 5,766 5,563

その他 336 400

固定負債合計 7,408 5,981

負債合計 115,804 80,802
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,519 5,519

資本剰余金   

資本準備金 2,980 2,980

その他資本剰余金 22,035 10,520

資本剰余金合計 25,015 13,500

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △11,514 507

利益剰余金合計 △11,514 507

自己株式 △9 △9

株主資本合計 19,012 19,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 △9

評価・換算差額等合計 77 △9

純資産合計 19,089 19,509

負債純資産合計 134,893 100,311
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 155,359 140,671

開発事業等売上高 1,020 2,788

売上高合計 156,379 143,459

売上原価   

完成工事原価 156,338 131,519

開発事業等売上原価 783 2,193

売上原価合計 157,122 133,713

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △979 9,151

開発事業等総利益 236 594

売上総利益又は売上総損失（△） △742 9,746

販売費及び一般管理費   

役員報酬 118 104

従業員給料手当 3,438 2,689

退職給付費用 440 393

法定福利費 414 327

福利厚生費 41 27

修繕維持費 52 28

事務用品費 163 128

通信交通費 397 341

動力用水光熱費 86 72

調査研究費 130 68

研究開発費 472 417

広告宣伝費 50 41

貸倒引当金繰入額 44 －

交際費 149 114

寄付金 10 3

地代家賃 499 411

減価償却費 76 81

租税公課 158 166

保険料 17 16

雑費 905 809

販売費及び一般管理費合計 7,668 6,242

営業利益又は営業損失（△） △8,411 3,503

営業外収益   

受取利息 88 44

有価証券利息 0 0

受取配当金 22 106

為替差益 － 50

消費税等還付加算金 17 －

その他 40 31

営業外収益合計 168 233
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 623 650

貸倒引当金繰入額 411 －

退職給付会計基準変更時差異の処理額 598 598

為替差損 254 －

その他 542 535

営業外費用合計 2,431 1,783

経常利益又は経常損失（△） △10,673 1,953

特別利益   

割増退職金戻入額 － 60

償却債権取立益 － 29

外国租税公課戻入額 － 29

固定資産売却益 565 0

投資有価証券売却益 － 53

その他 67 －

特別利益合計 633 174

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 18 14

貸倒引当金繰入額 － 1,318

関係会社株式評価損 170 －

関係会社出資金評価損 323 －

割増退職金 263 －

販売用不動産評価損 191 －

その他 261 110

特別損失合計 1,232 1,442

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △11,272 685

法人税、住民税及び事業税 241 177

法人税等合計 241 177

当期純利益又は当期純損失（△） △11,514 507
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,519 5,519

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,519 5,519

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,980 2,980

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,980 2,980

その他資本剰余金   

前期末残高 26,655 22,035

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 △4,619 △11,514

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △4,620 △11,515

当期末残高 22,035 10,520

資本剰余金合計   

前期末残高 29,635 25,015

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 △4,619 △11,514

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △4,620 △11,515

当期末残高 25,015 13,500

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,619 △11,514

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 4,619 11,514

当期純利益又は当期純損失（△） △11,514 507

当期変動額合計 △6,894 12,022

当期末残高 △11,514 507

利益剰余金合計   

前期末残高 △4,619 △11,514

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 4,619 11,514

当期純利益又は当期純損失（△） △11,514 507

当期変動額合計 △6,894 12,022

当期末残高 △11,514 507
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △7 △9

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △9 △9

株主資本合計   

前期末残高 30,528 19,012

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △11,514 507

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △11,516 506

当期末残高 19,012 19,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 172 77

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △87

当期変動額合計 △95 △87

当期末残高 77 △9

評価・換算差額等合計   

前期末残高 172 77

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △87

当期変動額合計 △95 △87

当期末残高 77 △9

純資産合計   

前期末残高 30,701 19,089

当期変動額   

その他資本剰余金の振替 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △11,514 507

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △87

当期変動額合計 △11,611 419

当期末残高 19,089 19,509
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(4) 継続企業の前提に関する注記

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社は、当事業年度において8,411百万円の営業損

失及び重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計

上、また第62期（平成17年３月期）以降財務リストラ

等により４期連続で当期純損失を計上した。当該状況

により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。  

 当事業年度の赤字要因は特定案件の損失、建築基準

法改正等の影響、資機材の高騰等、多くが一過性のも

のであり、また、マイナスの営業キャッシュ・フロー

計上の主な要因は赤字決算及び官庁工事減少、マンシ

ョン比率増加等による工事収支の悪化によるものであ

る。  

 当社は、上記状況に対応するため、また昨今の市場

環境等を踏まえ、①新たな事業環境に対応した中期経

営計画の策定、②新たなビジネスチャンスへの挑戦、

③安定した資金の確保等を中心とした施策を実行する

ことにより経営の安定を図っていく所存である。  

 新たに作成した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」

は、外部環境認識、当事業年度赤字決算となった主要

因、当事業年度までの事業戦略の再評価等を踏まえ策

定し、「さらなる選択と集中による利益の極大化」と

「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配分」を基本

方針としている。土木事業は官庁工事の総合評価方式

対応体制を一層強化し、得意工種（ダム・トンネル

等）に絞り込む。建築事業は首都圏に 優先で経営資

源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り込み、高

採算のリニューアル分野の拡大を進める。  

 組織体制は土木・建築事業ごとの利益管理の徹底と

効率性の向上を目的に、土木・建築事業の分離と地域

ブロック化を実施する。11支店41営業所を６支社25営

業所体制に、従業員については本年６月末を目処に

200人規模の早期退職優遇制度を実施し1,500人体制と

し、販売費及び一般管理費等の経費は前年度比18億円

削減する計画である。これにより土木・建築事業別の

採算性が確保出来るとともに、今後ますます厳しさを

増す業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体

制とした。更に、今後も積極的に新たなビジネスチャ

ンスへの挑戦を実施し、厳しい市場環境や業界環境に

対応した施策を検討する。  

 なお、当事業年度末における自己資本比率も14.2％

を確保、有利子負債は自己資本を下回り、有利子負債

月商倍率も1.3倍と適正水準を維持している。  

 一方、金利上昇、サブプライム・ローン問題、原油

高騰等の本計画を阻害する経済環境要因も考えられる

が、本中期３ヵ年計画を含め当社の状況については、

主な金融機関様にはご理解を戴いており、必要資金等

については今後も従来通りご支援を戴けるものと考え

ている。したがって、次期についての資金不足は生じ

ないものと判断している。  

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してい

ない。 

――――――――
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(注) １ 前期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、当期受注高にその増減額を含

む。したがって、当期売上高にもかかる増減額が含まれる。 

２ 次期繰越高の施工高は支出金により手持高の施工高を推定したものである。 

３ 当期施工高は（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致する。 

  

  

 （主な受注工事） 

 
  

 （主な完成工事） 

６．受注・売上・繰越高（個別）

(1) 受注高、売上高、繰越高及び施工高

期別 種類別
前期
繰越高 

(百万円)

当期
受注高 

(百万円)

計
(百万円)

当期
売上高 

(百万円)

次期繰越高 当期
施工高 
(百万円)手持高

(百万円)

うち施工高

(％) (百万円)

第65期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

建設事業

土木工事 85,913 71,054 156,968 66,092 90,875 4.1 3,759 66,862

建築工事 70,573 83,494 154,067 89,266 64,800 5.0 3,222 86,870

計 156,487 154,548 311,035 155,359 155,676 4.5 6,982 153,733

開発事業等 28 1,020 1,049 1,020 28 ― ― ―

合計 156,515 155,569 312,084 156,379 155,704 ― ― ―

第66期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

建設事業

土木工事 90,875 77,191 168,066 65,579 102,487 1.9 1,924 63,744

建築工事 64,800 58,187 122,987 75,091 47,895 4.5 2,143 74,011

計 155,676 135,378 291,054 140,671 150,383 2.7 4,067 137,756

開発事業等 28 2,788 2,817 2,788 28 ― ― ―

合計 155,704 138,166 293,871 143,459 150,412 ― ― ―

(2) 受注工事、完成工事、繰越工事

発注者名（敬称略） 工事件名

国土交通省 平成20年度 302号緑地共同溝工事

内閣府 平成20年度若狭高架橋上部工(Ｐ12～Ｐ18)工事

国土交通省 永平寺大野道路大袋トンネル工事

国立大学法人長崎大学 長崎大学(坂本２)病院本館改修工事

国立大学法人山形大学 山形大学(医病)病棟改修工事

発注者名（敬称略） 工事件名

独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

北幹、高峰Ｔ(東)他１

国土交通省 成瀬ダム国道付替１号トンネル工事

財団法人クリーンいわて事業団 第Ⅱ期 終処分場整備(土木本体)工事

㈱ヤマウラ (仮称)都筑区加賀原二丁目マンション新築工事

学校法人昭和薬科大学 昭和薬科大学第２講義棟新築工事
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 （主な繰越工事） 

 
  

  

（単位：百万円）

 
（注）（ ）内の％表示は、構成比率を示している。 

  

  

  

  

該当事項なし 

  

発注者名（敬称略） 工事件名

国土交通省 尾道・松江自動車道大万木トンネル工事

石川県 犀川辰巳治水ダム建設事業 辰巳ダム建設工事

仙台市 仙台市高速鉄道東西線卸町工区土木工事

社会福祉法人鵜足津福祉会 (仮称)警察大学校等跡地施設新築工事

阪急不動産㈱・阪神電気鉄道㈱ (仮称)西宮市甲子園口１丁目計画

(3) 個別受注実績

区      分

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

比較増減 増減率

建
設
事
業

土
木

国内官公庁 66,320 ( 42.6%) 58,058 ( 42.0%) △  8,261 △  12.5%

国内民間 5,085 (  3.3%) 15,266 ( 11.1%) 10,180 200.2%

海 外 △   351 (△0.2%) 3,866 (  2.8%) 4,217 ―

計 71,054 ( 45.7%) 77,191 ( 55.9%) 6,136 8.6%

建
築

国内官公庁 6,993 (  4.5%) 20,388 ( 14.8%) 13,395 191.5%

国内民間 74,496 ( 47.9%) 35,067 ( 25.3%)  △ 39,429 △  52.9%

海 外 2,003 (  1.3%) 2,730 (  2.0%) 726 36.3%

計 83,494 ( 53.7%) 58,187 ( 42.1%) △ 25,306 △  30.3%

合
計

国内官公庁 73,313 ( 47.1%) 78,447 ( 56.8%) 5,133 7.0%

国内民間 79,582 ( 51.2%) 50,333 ( 36.4%) △ 29,248 △  36.8%

海 外 1,652 (  1.1%) 6,596 (  4.8%) 4,944 299.2%

計 154,548 ( 99.4%) 135,378 ( 98.0%) △ 19,170 △  12.4%

開発事業等 1,020 (  0.6%) 2,788 (  2.0%) 1,767 173.2%

合計 155,569 (100.0%) 138,166 (100.0%) △ 17,402 △  11.2%

７．役 員 の 異 動
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