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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 86,945 △5.6 6,610 3.7 6,970 4.2 3,607 △2.3

23年3月期 92,146 4.0 6,372 34.8 6,687 33.5 3,691 31.2

（注）包括利益 24年3月期 3,936百万円 （38.3％） 23年3月期 2,846百万円 （△15.6％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 101.24 ― 9.6 10.1 7.6
23年3月期 103.58 ― 10.6 9.9 6.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  4百万円 23年3月期  46百万円

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

24年3月期 67,733 39,384 58.1 1,105.38
23年3月期 70,116 36,090 51.5 1,012.88

（参考） 自己資本   24年3月期  39,384百万円 23年3月期  36,090百万円

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

24年3月期 2,850 △377 △664 12,580
23年3月期 4,588 △314 △591 10,772

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 641 17.4 1.8
24年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 712 19.8 1.9

25年3月期(予想) ― ― ― 20.00 20.00 17.8

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 35,500 △6.8 1,200 △63.5 1,400 △60.2 600 △71.6 16.84
通期 98,700 13.5 6,700 1.4 7,000 0.4 4,000 10.9 112.26



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 36,100,000 株 23年3月期 36,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期 469,623 株 23年3月期 468,401 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 35,631,175 株 23年3月期 35,634,319 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 84,230 △6.1 6,273 3.9 6,620 5.0 3,408 △1.5

23年3月期 89,677 3.6 6,040 39.6 6,307 37.8 3,458 35.5

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

24年3月期 95.65 ―

23年3月期 97.05 ―

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

24年3月期 65,852 36,972 56.1 1,037.67
23年3月期 68,087 33,879 49.8 950.81

（参考） 自己資本 24年3月期  36,972百万円 23年3月期  33,879百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 34,800 △6.2 1,200 △62.5 1,400 △59.1 600 △71.0 16.84
通期 96,700 14.8 6,400 2.0 6,700 1.2 3,800 11.5 106.65
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①当期の経営成績 

当期におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、景

気は緩やかな持ち直し傾向に入りつつある一方、先行きについては、欧州の政府債務危機や原油高の

影響等による海外景気の下振れリスクに加え、電力供給の制約や原子力災害の影響、さらにはデフレ

の影響などの懸念材料が依然残っている状況にありました。 

建設業界においては、政府建設投資は、大震災対応の補正予算等により増加基調にあり、また、民

間住宅投資・民間非住宅建設投資についても、震災後の足踏み状態から、年度後半には緩やかな回復

基調に転じたものの、分野によっては設備投資等の抑制幅が大きく、受注競争の激化とも相まって、

建設業界全体の経営環境は依然として厳しい状況にありました。 

このような状況のなかで、「鉄道の安全・安定輸送への貢献」を社会的使命と考える当社といたし

ましては、「東日本大震災」の発生後、直ちに災害対策本部を設置し、鉄道分野をはじめとした災害

復旧活動にあたり、東日本旅客鉄道株式会社と密接な連絡・調整を行いながら、東北新幹線や在来線

などの早期復旧に全社をあげて取り組みました。さらに、被災地域の早期復興、及び首都直下地震に

備えた耐震補強工事等への対応を一層強化するために、本年３月に「大規模災害安全復興本部（プロ

ジェクトチーム）」を設置いたしました。 

当年度は、平成21年度にスタートした『「誠実で、キラリと光る、ナンバーワン＆オンリーワン」

の東鉄工業を目指します。』を基本テーマとする、３ヵ年中期経営計画の 終年度にあたりますが、

その基本方針に基づき、以下の諸施策の推進を図ってまいりました。 

≪業務運営の基本方針≫ 

〔1〕『「究極の安全と安心」の追求』につきましては、大震災を契機として、「安全」に対する社会

の要請や関心がますます高まるなかで、当社においては、経営の 重要事項に掲げている「安全はす

べてに優先する」という経営理念のもと、重大事故、致命的労働災害を防止するために、全社をあげ

て「究極の安全を目指した安全強化計画」を粘り強く推進いたしました。特に『要注カード』のよう

な『見える化』したビジュアル教材を、作業別に整理した上で活用するなど、具体的でわかりやすい

教育・訓練の実施に努めるとともに、ヒューマンエラーによる事故を防止するための技術開発にも積

極的に取り組み、安全管理体制の更なる強化を図ってまいりました。 

〔2〕『「技術と品質」へのこだわり』につきましては、高い技術力ときめ細かい品質管理力を磨くこ

とにより、高付加価値のサービス・商品を常にお客様にご提供できるよう、「東鉄技術学園」を活用

した各種の実務教育研修を階層別、事業部門別に継続的に実施いたしました。また、耐震補強工事や

山手線ホーム柵工事など、当社グループの 大の強みである鉄道を軸とした技術開発・特許登録や、

高性能な大型保線機械の継続的導入など、新しい施工技術の強化にも積極的に努めてまいりました。

〔3〕『「現場力」の徹底的強化』につきましては、『「究極の安全と安心」の追求』、『「技術と品

質」へのこだわり』における諸施策を通じ、それぞれの現場においては、様々な問題を発見し自ら解

決するための各種の能力や専門的技術力の向上を図るとともに、本社・支店においては、現場の視点

に立った実効性のある具体的な現場支援を行うことを徹底するなど、「現場力」の強化に努めてまい

りました。 

〔4〕『「営業力」の抜本的強化』につきましては、鉄道関連や耐震補強、自然災害対策など、特に当

社の強みとする分野におけるお客様の様々な新しいニーズに的確にお応えするために、各事業部門に

おいては、営業・施工部門が一体となって積算力・提案力の強化を図るとともに、環境やリニューア

ル関連のニーズに対しては、「環境本部」と「建築本部」が連携しつつ「ワンストップショッピング

戦略」や「一気通貫戦略」を展開し、種々の新しい技術提案型・ソリューション型営業を推進し、業

容拡大を図ってまいりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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〔5〕『「収益力」の継続的向上』につきましては、利益改善プロジェクト、利益低下防止委員会など

を通じ、不採算工事の排除を目的とした戦略的な選別受注や原価管理の強化を継続的に徹底するとと

もに、万一不採算工事が発生した場合には、その原因分析や対策の検討を直ちに行い、再発防止策な

どを全社的に共有するなどの諸施策を継続して実施してまいりました。また、新しい工法や工期短縮

の工夫、「購買部」による資材価格の情報提供・集中購買体制の推進、「在庫管理システム」の活用

による資材管理強化など、各種のコストダウンにも積極的に取り組んでまいりました。 

〔6〕『各事業戦略』につきましては、線路・土木・建築のコア３事業部門を一層強化するとともに、

各事業部門がバランスよく相互にシナジーを発揮できるように努め、当社が得意とする鉄道関連工事

や耐震補強工事などの高い専門性と強みを活かしつつ、ＪＲ東日本グループはもとより、官公庁や、

私鉄を含む種々の民間部門のお客様から、様々な分野においての受注・施工実績をあげることができ

ました。 

≪経営管理の基本方針≫ 

〔1〕『「誠実なＣＳＲ経営」の推進』においては、大震災の発生後、災害の復旧・復興に全社をあげ

て取り組むことにより、当社の社会的使命と責任を誠実に果たすべく努めてまいりました。また、内

部統制や、コーポレートガバナンス、コンプライアンスにつきましては、法令遵守教育の全社展開を

強化するなど、継続的に一層の充実を図ってまいりました。 

〔2〕『「人を大切にする経営」の推進』につきましては、公平で公正な評価・処遇を徹底的に推進す

るとともに、各種の処遇改善や福利厚生の充実など、様々な施策を推進いたしました。またメンタル

ヘルスケアや従業員満足度調査の実施などを通じ、従業員の心の健康管理や活気のある職場づくりに

も積極的に取り組むとともに、人材採用活動の強化や人材育成の一層の充実を図ってまいりました。

〔3〕『「強靭で効率的な経営体質」の継続的強化』につきましては、業務を推進する上で発生し得る

様々な潜在的リスクを継続的に見直し、その対策を講じるとともに、与信管理など各種のリスク管理

体制を一層強化し、財務体質の継続的強化にも取り組んでまいりました。 

〔4〕『「情報発信」の強化』につきましては、「ＩＲ説明会」の開催をはじめ、アナリストや、機関

投資家、メディアの皆様からの個別取材に積極的に対応するとともに、「個人投資家向けＩＲセミナ

ー」の実施を定着化させ、情報開示の強化を図りました。また、「ＣＩ（コーポレートアイデンティ

ティ）プロジェクト」により、企業イメージ・ブランド戦略の強化にも取り組んでまいりました。 

≪「環境」への取り組み≫ 

この中期経営計画においては、「環境」への取り組みを重要施策の一つと位置付け、業務に起因す

るＣＯ２排出量削減や、その他環境保全問題に関する「守り」の対策を更に強化する一方、こうした

世の中の動きを、新しい環境関連ＥＣＯ（エコ）ビジネスの大きな成長機会と捉え、当社グループの

強みを活かした「攻め」の戦略により、環境事業を当社の第４の柱として育成することを目的に『東

鉄ＥＣＯ2(エコツー)プロジェクト』を推進してまいりました。 

東日本旅客鉄道株式会社では、様々な環境保全技術を取り入れた「エコステ」の計画を推進中です

が、当社は、そのモデル駅の第１号として「太陽光発電」、「自然風の活用」、「植栽・緑化」など

種々の環境保全技術が導入されているＪＲ四ッ谷駅の「エコステ」化工事を受注し、施工を担当いた

しました。この「ホーム屋根の緑化」においては、当社の圃場にて生産した「コケによる緑化システ

ム（トモス緑化システム）」が採用され、ＪＲ東日本各線のホーム屋根においては本件が初めての試

みとなるものであります。 

  

当社グループは、上記諸施策を着実に実施してまいりましたが、当年度は東日本大震災による鉄道

復旧関連工事等は大幅に増加したものの、通常の鉄道関連工事の多くは翌期以降に延期されるなど、

受注高、売上高ともに大幅な減少となりました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、前期比5,201百万円減少の86,945百万円となりました。

このような厳しい経営環境のなかで、前年度に引き続き、全社をあげて不採算工事の徹底排除、原価

管理の強化、種々のコストダウンなどに粘り強く取り組んだ結果、売上総利益は前期比52百万円減少

の11,942百万円と、概ね前期水準を確保することができました。 
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また、貸倒引当金戻入額の計上や金融収支の改善などもあり、営業利益は前期比238百万円増加の

6,610百万円、経常利益も282百万円増加の6,970百万円となりました。 

当期純利益につきましては、債務保証損失引当金繰入額や税制改正に伴う繰延税金資産の見直し等

により、前期比83百万円減少し3,607百万円となりました。 

以上のとおり、中期経営計画 終年度(平成23年度)は、数値目標として当初設定した「売上高

1,010億円以上」「売上総利益110億円以上」及び「経常利益率4.5％以上」の目標に対し、「売上

高」は86,945百万円と未達となりましたが、「売上総利益11,942百万円」及び「経常利益率8.0％」

については、ともに当初目標を大幅に上回る実績をあげることができました。 

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、セグメントの売上高につきましては、外部顧客への

売上高を記載しております。 

（土木事業） 

受注高は60,549百万円（前年同期比8.0％減）、売上高は64,073百万円（前年同期比0.4％増）とな

りました。 

 売上高のうち工事進行基準による計上額は25,748百万円であり、次期繰越高は22,430百万円となり

ました。 

 セグメント利益は4,844百万円の利益となりました。 

（建築事業） 

受注高は18,118百万円（前年同期比27.1％減）、売上高は20,975百万円（前年同期比23.0％減）と

なりました。 

 売上高のうち工事進行基準による計上額は9,707百万円であり、次期繰越高は4,964百万円となりま

した。 

 セグメント利益は1,297百万円の利益となりました。 

（その他） 

売上高は1,896百万円で、その主なものは不動産賃貸収入であります。 

セグメント利益は436百万円の利益となりました。 

  

②次期の見通し 

次年度は、わが国の経済については穏やかな景気回復が期待されておりますが、欧州政府債務危機

等による海外景気の下振れリスク、原油価格や電力料金の上昇、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念

などが依然残っている状況にあります。 

当社を取り巻く環境につきましては、鉄道関連工事受注については、通常時の水準を回復すること

が期待され、また、復興関連や首都直下地震に備えた耐震対策などの新しい需要が予想されるもの

の、低水準の前期繰越高からのスタートとなるなかで、公共事業・民間部門ともに受注競争はますま

す激化し、労務賃金や資材価格の高騰等も予想されることから、引き続き厳しい経営環境にあるもの

と予想されます。 

かかる環境のなかで、当社グループは、新たにスタートする「中期経営計画（2012～2015）」に全

社をあげて挑戦し、諸施策を着実に推進してまいる所存です。 

現時点における平成25年３月期連結通期業績予想は、以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

24年３月期実績 78,668 86,945 6,610 6,970 3,607

25年３月期予想 99,100 98,700 6,700 7,000 4,000

増   減 20,432 11,755 90 30 393
（％） 26.0 13.5 1.4 0.4 10.9
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①当期末の資産・負債及び純資産の状況 

当期末の資産合計は前期比2,383百万円減少し67,733百万円となりました。主な要因は、受取手

形・完成工事未収入金等の減少であります。 

 負債合計は、前期比5,677百万円減少し28,348百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事

未払金等の減少であります。 

 その結果、純資産合計は前期比3,294百万円増加し39,384百万円となりました。また、自己資本比

率は、前期末の51.5％から58.1％となりました。 

  

②当期におけるキャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物は、前期比1,808百万円増加し12,580百万円となりました。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

仕入債務の減少等により、営業活動におけるキャッシュ・フローは前期比1,738百万円収入が減少

し2,850百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得等により、投資活動におけるキャッシュ・フローは前期比63百万円支出が増加

し377百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払等により、財務活動におけるキャッシュ・フローは前期比72百万円支出が増加し664

百万円の支出となりました。 

  

当社は、利益配分につきましては安定的な配当を継続するとともに、株主資本の充実や設備投資に備

えた内部留保を行いつつ、収益に対応した配当を行うことを基本方針としております。 

 この方針に基づき、平成23年３月期において１株につき18円の配当を行ってまいりましたが、当社グ

ループの当期の業績や今後の事業展開を総合的に勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、１株

当たり２円増配し20円とすることとし、平成24年６月26日開催予定の第69期定時株主総会に付議する予

定であります。 

 次期の配当金につきましても、１株当たり20円の配当を予定しております。 

  

（２）財政状態に関する分析

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社３社、関連会社３社で構成され、主として建設業に関連した事業を

展開しております。 

当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

当社は総合建設業を営んでおり、土木事業は、土木工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等

の事業を行っております。施工する工事の一部を連結子会社である東鉄メンテナンス工事株式会社及

び関連会社である株式会社ジェイテック、株式会社全溶に発注しております。なお、関連当事者であ

る東日本旅客鉄道株式会社は主要な得意先であります。 

 当社は総合建設業を営んでおり、建築事業は、建築工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等

の事業を行っております。施工する工事の一部を連結子会社である東鉄創建株式会社に発注しており

ます。なお、関連当事者である東日本旅客鉄道株式会社は主要な得意先であります。 

 当社は、主に商業ビル等の賃貸事業及び水処理施設の改良等の環境事業を営んでおります。また、

連結子会社である東鉄機工株式会社は保線機械の製作及び検査修繕等の事業を営んでおり、関連会社

である株式会社日本線路技術は鉄道関連コンサルタント事業を営んでおります。 

以上に述べた事項の概略図は次のとおりであります。 

  

  

 

２．企業集団の状況

（土木事業）

（建築事業）

（その他）
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当社グループは『経営理念』、『事業ビジョン』及び『コーポレートメッセージ』を次のとおり 

定めております。 

①経営理念 

 
②事業ビジョン 

 
 ③コーポレートメッセージ 

 
  

当社グループは、平成24年度から、新たな中期経営計画を下記のとおりスタートさせます。 

  

「中期経営計画（２０１２～２０１５）」の要旨 

 
  

 
  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

～安全はすべてに優先する～
 当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、

安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献いたします。

・鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、
・その高い専門技術力と、安定した受注の強みを活かし、
・線路・土木・建築・環境各事業のバランスの取れた事業構造のもと、
・専門プロ集団として、建設業界に独自の地歩を確保してまいります。

「誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン」

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

Ⅰ（基本方針）

         

(1) ますます高まりつつある安全・防災・復興など、社会やお客様のニーズに 
的確にお応えすることにより、当社の「社会的使命」をしっかりと果たす

 

         

(2) ① 「質」(安全/品質・技術力/企業力) と 「 量 」 ( 業 績 )
   

         
 

② 「トップライン」 (成長戦略 ) と 「ボトムライン」(収益力)
   

         
 

のバランスのとれた経営を推進
   

(3) その結果として、「企業価値」を高め、「堂々たる成長の時代」への道を切り拓く  

(4) その「基本戦略」は『３Ｄ戦略』（スリーディ戦略）    

Ⅱ（基本戦略）

『３Ｄ戦略』の概要

(1) Ｘ 軸 戦 略 ： 顧客層のウイングを拡大（横軸）

(2) Ｙ 軸 戦 略 ： 業域の深掘りによる拡大（縦軸）

(3) Ｚ 軸 戦 略 ： 安全/品質・技術力/企業力の一層の強化（高さ軸）

(4) 『３Ｄ戦略』： (1) (2) (3) の各戦略により、
Ｘ×Ｙ×Ｚの総和としての、企業価値を 大化させる戦略
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① 大 重要顧客である東日本旅客鉄道株式会社からの受注・パートナーシップは、 

当社の 大の強みであり、安全な工事の遂行は社会的使命 

②その上で、民間一般、官公庁など多面的な顧客に対し、時代のニーズに合った 

 

 

①今後とも当社の強みである業務分野を徹底的に強化する 

 
◎関連業務の業域拡大（設計、協議、調査、検査など） 

◎新しい社会環境の変化、時代の要請に応じた戦略的業務・業域の拡大 
  

③その為には、品揃えの強化をはじめ、顧客ニーズに合った商品提供力・施工力などの 

業域・プロダクツ戦略・施策（Ｙ軸）が必要であるとともに、顧客ニーズの開拓、提案力、 

営業力（Ｘ軸）、安全・品質力（Ｚ軸）の同時強化が鍵 

①Ｘ軸戦略（顧客層拡大）×Ｙ軸戦略（業域拡大）により、 

  「面積」＝「量」(業績)を拡大 ⇒「トップライン」増強のための「成長戦略」 

②一方で、安全/品質・技術力/企業力の一層の強化を図り、「質(クオリティ)」を向上  

 
③その結果として、Ｘ×Ｙ×Ｚの総和としての「体積」＝「企業価値」を 大化させる 

  

 ①「安全はすべてに優先する」経営を貫く 

 ②お客様・地域社会・従業員の「究極の安全と安心」、他社と差別化できる 

 「圧倒的な安全レベル」を徹底的に追求する 

 ③実効性のある具体的な教育・訓練の継続的実施 

  

 ①「品質管理」「技術力」「施工力」のたゆまざる維持・強化 

 ②安全・安心で、高付加価値・高品質の技術・サービス・商品の提供に 

 徹底的にこだわることにより、お客様の高い満足度と信頼の確保を図る 

 ③安全・品質・技術力において、 

 「誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン」の 

 「東鉄ブランド」を確立させる 

 ④「現場力」の継続的強化 

  

Ⅲ（『３Ｄ戦略』）

(1) Ｘ軸戦略：顧客層のウイングを拡大（横軸）

⇒今後とも経営資源を重点投下し、徹底的に強化する

提案・営業展開を強化し、顧客層のウイングを拡大させる ⇒ Ｘ軸の拡大

③その為には、情報収集力・マーケティング力・提案力・営業力の抜本的な強化 

などの顧客戦略・施策（Ｘ軸）が必要であるとともに、顧客ニーズに合った 

商品提供力・施工力（Ｙ軸）、安全・品質力（Ｚ軸）の同時強化が鍵

(2) Ｙ軸戦略：業域の深掘りによる拡大（縦軸）

②その上で、関連業域を更に深掘りし、拡大強化する ⇒ Ｙ軸の拡大

(3) Ｚ軸戦略：安全/品質・技術力/企業力の一層の強化（高さ軸）

⇒ Ｚ軸の一層の強化

 〔Ｚ軸戦略の方針・施策〕

 Ａ．「安全」

 Ｂ．「品質・技術力」 
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 ①「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

 ・すべての「ステークホルダー」から信頼され、支持され、社会や地球環境とともに 

 「持続的に成長」することができる、「誠実なＣＳＲ経営」の推進により、 

 「企業価値の更なる向上」を目指す 

 ・コンプライアンス/コーポレートガバナンス/リスク管理体制の一層の強化 

 ・情報発信/ＣＩ・ブランド戦略の強化 

 ・「環境」への配慮(「東鉄ＥＣＯ2プロジェクト」による「攻め」、「守り」両方の戦略) 

 ②「人を大切にする」風土づくり 

 ・「毎日働くことにワクワクする喜びと緊張感を感じ、従業員であることに 

 心から誇りをもてる企業風土」づくり 

 ・公平で公正な評価・処遇と、「やる気のでる」職場づくり 

 ・職場環境の改善を図るなど、「働きやすい快適な職場」づくりの推進 

 ・人材育成 

 ③「強靭で効率的な経営」の推進 

 ・コストダウン戦略の継続的強化 

 ・グループ連結経営の強化 

 ・財務体質の継続的強化 

 ・ＢＣＰ等のリスク管理体制の継続的強化 

 ・Ｘ軸×Ｙ軸による成長戦略を更に強化・補完する戦略 

  

 
  

 Ｃ．「企業力」

Ⅳ（数値目標）

<2015/3期の連結数値目標>

売   上   高 １１００億円以上

営 業 利 益 ８０億円以上

経 常 利 益 率 ７．３％以上
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 10,772,037 12,580,062

受取手形・完成工事未収入金等 38,222,789 36,268,047

未成工事支出金等 3,848,654 2,106,676

繰延税金資産 1,370,022 907,302

その他 2,182,493 2,026,487

貸倒引当金 △414,454 △158,718

流動資産合計 55,981,542 53,729,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,600,727 8,589,154

機械、運搬具及び工具器具備品 7,999,223 8,138,261

土地 1,466,359 1,469,111

リース資産 93,054 132,846

建設仮勘定 － 759

減価償却累計額 △11,732,957 △12,161,899

有形固定資産合計 6,426,407 6,168,234

無形固定資産 411,530 226,951

投資その他の資産   

投資有価証券 6,809,368 7,248,211

その他 2,453,809 2,371,007

貸倒引当金 △1,965,734 △2,010,862

投資その他の資産合計 7,297,443 7,608,357

固定資産合計 14,135,381 14,003,542

資産合計 70,116,924 67,733,401
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,136,378 17,901,376

未払法人税等 1,611,771 1,065,893

未成工事受入金 1,126,709 1,173,708

完成工事補償引当金 96,500 56,700

賞与引当金 1,340,128 1,408,722

工事損失引当金 658,202 104,322

災害損失引当金 31,323 －

その他 4,180,750 4,481,631

流動負債合計 32,181,764 26,192,354

固定負債   

長期未払金 35,000 29,000

リース債務 475,565 427,044

長期預り敷金保証金 634,837 602,202

繰延税金負債 75,879 265,525

退職給付引当金 549,633 414,466

債務保証損失引当金 － 342,700

資産除去債務 73,565 75,113

固定負債合計 1,844,481 2,156,052

負債合計 34,026,245 28,348,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,810,000 2,810,000

資本剰余金 2,350,582 2,350,582

利益剰余金 30,620,832 33,586,678

自己株式 △152,403 △153,349

株主資本合計 35,629,011 38,593,910

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 461,667 791,083

その他の包括利益累計額合計 461,667 791,083

純資産合計 36,090,678 39,384,993

負債純資産合計 70,116,924 67,733,401
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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：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 91,037,114 85,048,518

付帯事業売上高 1,109,513 1,896,698

売上高合計 92,146,627 86,945,216

売上原価   

完成工事原価 79,403,524 73,663,706

付帯事業売上原価 748,070 1,338,920

売上原価合計 80,151,594 75,002,627

売上総利益   

完成工事総利益 11,633,590 11,384,811

付帯事業総利益 361,442 557,777

売上総利益合計 11,995,032 11,942,589

販売費及び一般管理費 5,622,885 5,332,287

営業利益 6,372,147 6,610,301

営業外収益   

受取利息 1,569 2,394

受取配当金 155,391 241,095

持分法による投資利益 46,693 4,282

社宅料 83,870 84,876

その他 59,941 35,141

営業外収益合計 347,467 367,789

営業外費用   

支払利息 19,536 286

支払手数料 11,752 6,597

その他 516 881

営業外費用合計 31,804 7,765

経常利益 6,687,810 6,970,325
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,702 －

固定資産売却益 16,371 －

投資有価証券売却益 7,476 －

特別利益合計 26,549 －

特別損失   

固定資産売却損 7,204 4,763

固定資産除却損 24,537 15,279

投資有価証券評価損 138,476 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,258 －

災害による損失 45,860 6,102

債務保証損失引当金繰入額 － 342,700

その他 44,348 16,660

特別損失合計 306,685 385,506

税金等調整前当期純利益 6,407,673 6,584,819

法人税、住民税及び事業税 2,858,459 2,448,427

法人税等調整額 △141,819 529,172

法人税等合計 2,716,640 2,977,600

少数株主損益調整前当期純利益 3,691,033 3,607,219

当期純利益 3,691,033 3,607,219
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 3,691,033 3,607,219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △839,012 328,018

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,253 1,397

その他の包括利益合計 △844,265 329,416

包括利益 2,846,767 3,936,635

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,846,767 3,936,635

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,810,000 2,810,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

当期首残高 2,350,369 2,350,582

当期変動額   

自己株式の処分 212 －

当期変動額合計 212 －

当期末残高 2,350,582 2,350,582

利益剰余金   

当期首残高 27,500,001 30,620,832

当期変動額   

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,691,033 3,607,219

当期変動額合計 3,120,831 2,965,845

当期末残高 30,620,832 33,586,678

自己株式   

当期首残高 △149,042 △152,403

当期変動額   

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 290 －

当期変動額合計 △3,361 △946

当期末残高 △152,403 △153,349

株主資本合計   

当期首残高 32,511,328 35,629,011

当期変動額   

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,691,033 3,607,219

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 503 －

当期変動額合計 3,117,682 2,964,899

当期末残高 35,629,011 38,593,910
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,305,933 461,667

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △844,265 329,416

当期変動額合計 △844,265 329,416

当期末残高 461,667 791,083

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,305,933 461,667

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △844,265 329,416

当期変動額合計 △844,265 329,416

当期末残高 461,667 791,083

純資産合計   

当期首残高 33,817,261 36,090,678

当期変動額   

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,691,033 3,607,219

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 503 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △844,265 329,416

当期変動額合計 2,273,416 3,294,315

当期末残高 36,090,678 39,384,993
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 6,407,673 6,584,819

減価償却費 1,025,374 959,774

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47,374 △210,607

長期未払金の増減額（△は減少） △28,200 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △156,789 △135,167

工事損失引当金の増減額（△は減少） △44,705 △553,879

賞与引当金の増減額（△は減少） 485,821 68,594

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 342,700

災害損失引当金の増減額（△は減少） 31,323 △31,323

受取利息及び受取配当金 △156,961 △243,490

支払利息 19,536 286

持分法による投資損益（△は益） △46,693 △4,282

有形固定資産除売却損益（△は益） 15,369 20,043

投資有価証券売却損益（△は益） △6,903 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,228,261 1,954,741

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △840,664 1,741,977

仕入債務の増減額（△は減少） 2,630,613 △5,246,751

未成工事受入金の増減額（△は減少） 447,136 46,999

未払消費税等の増減額（△は減少） △539,797 △101,586

その他 1,216,223 412,552

小計 7,277,469 5,599,401

利息及び配当金の受取額 160,190 246,435

利息の支払額 △20,501 △286

法人税等の支払額 △2,828,264 △2,995,432

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,588,894 2,850,118

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 △1,713,052 △1,041,878

有形固定資産の売却による収入 1,430,899 705,266

無形固定資産の取得による支出 △38,324 △43,053

投資有価証券の取得による支出 △1,650 △1,200

投資有価証券の売却による収入 20,997 15,010

その他 △12,870 △11,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,002 △377,690

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △18,462 △22,082

自己株式の取得による支出 △3,651 △946

自己株式の売却による収入 503 －

配当金の支払額 △570,201 △641,373

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,813 △664,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,683,078 1,808,025

現金及び現金同等物の期首残高 7,088,959 10,772,037

現金及び現金同等物の期末残高 10,772,037 12,580,062
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該当事項はありません。 

  

連結子会社数 ３社 

連結子会社名 

東鉄機工㈱ 

東鉄メンテナンス工事㈱ 

東鉄創建㈱ 

当連結会計年度において非連結子会社であった㈱国際重機整備は、清算しております。 

  

持分法適用関連会社数 ３社 

持分法適用関連会社名 

㈱ジェイテック 

㈱全溶 

㈱日本線路技術 

当連結会計年度において持分法非適用の非連結子会社であった㈱国際重機整備は、清算しておりま

す。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

たな卸資産（未成工事支出金等） 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成業務支出金 

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） 

商品及び製品 

総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） 

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） 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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

２ 持分法の適用に関する事項

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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
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有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年４月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用しております。 

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、ソフトウエア(自社利用分)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、残存価額を零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

以前のものについては、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。 

  

貸倒引当金 

債権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おります。 

完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、将来の見積補償額に基づいて計上しておりま

す。 

賞与引当金 

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度対応分を計上しておりま

す。 

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手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計

上しております。 

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おります。 

過去勤務債務については、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(15年)に

よる按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度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(15年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

債務保証損失引当金 

保証債務の履行による損失に備えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上し

ております。 

  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

(3) 重要な引当金の計上基準
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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。 

  

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資であります。

  

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

 なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）が平成

23年３月29日付で一部改正されたことに伴い、従来「特別利益」に含めて計上しておりました「貸倒引

当金戻入額」は、当連結会計年度から「販管費及び一般管理費」及び「営業外収益」に含めて計上して

おります。 

  

  

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(6) 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

（７）追加情報
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの事業セグメントは、当社グループ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、経営資源配分の決定及び業績評価を行うために、定期的に検討が可能な単位と

しております。 

当社グループは、「土木事業」及び「建築事業」を報告セグメントとしております。 

「土木事業」は、土木工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。 

「建築事業」は、建築工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。 

  

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」における会計処理の方法と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。なお、セグメント間の内部収益及び

振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

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 

  

 
（注） １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び環境事業等

を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりであります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

(1)セグメント利益の調整額△12,084千円には、固定資産の未実現損益の調整額△18,706千円が含まれてお

ります。 

(2)セグメント資産の調整額18,231,993千円には、セグメント間債権債務等消去等△1,055,014千円、各報告

セグメントに配分していない全社資産19,287,008千円が含まれております。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注１）
合計

調整額 
（注２）

連結財務諸表 
計上額 

（注３）土木事業 建築事業 計

売上高

外部顧客への売上高 63,789,185 27,247,928 91,037,114 1,109,513 92,146,627 ― 92,146,627

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

720 59,408 60,129 1,288,559 1,348,688 △1,348,688 ―

計 63,789,906 27,307,337 91,097,243 2,398,072 93,495,316 △1,348,688 92,146,627

セグメント利益 4,474,987 1,654,643 6,129,631 254,600 6,384,232 △12,084 6,372,147

セグメント資産 32,336,535 15,947,680 48,284,215 3,600,715 51,884,930 18,231,993 70,116,924

その他の項目

減価償却費 845,882 67,822 913,705 111,669 1,025,374 ― 1,025,374

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,710,469 23,744 1,734,214 10,870 1,745,084 ― 1,745,084
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（注） １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び環境事業等

を含んでおります。 

２ 調整額は、以下のとおりであります。セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

(1)セグメント利益の調整額31,107千円には、固定資産の未実現損益の調整額24,347千円が含まれておりま

す。 

(2)セグメント資産の調整額19,540,917千円には、セグメント間債権債務等消去等△1,197,685千円、各報告

セグメントに配分していない全社資産20,738,602千円が含まれております。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

（注１）
合計

調整額 
（注２）

連結財務諸表 
計上額 

（注３）土木事業 建築事業 計

売上高

外部顧客への売上高 64,073,345 20,975,172 85,048,518 1,896,698 86,945,216 ― 86,945,216

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

― 42,683 42,683 1,423,767 1,466,450 △1,466,450 ―

計 64,073,345 21,017,855 85,091,201 3,320,465 88,411,667 △1,466,450 86,945,216

セグメント利益 4,844,803 1,297,563 6,142,366 436,827 6,579,194 31,107 6,610,301

セグメント資産 34,916,255 9,456,585 44,372,841 3,819,643 48,192,484 19,540,917 67,733,401

その他の項目

減価償却費 798,529 66,115 864,645 95,128 959,774 ― 959,774

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

1,185,936 33,224 1,219,160 14,141 1,233,301 ― 1,233,301
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セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

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。 

  

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。 

  

(単位：千円) 

 

  

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

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。 

  

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。 

  

(単位：千円) 

 
  

  

金額の重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

（関連情報）

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東日本旅客鉄道株式会社 74,044,737 土木事業、建築事業及びその他

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東日本旅客鉄道株式会社 70,476,840 土木事業、建築事業及びその他

（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）

（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）

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 1,012円88銭 1,105円38銭

１株当たり当期純利益 103円58銭 101円24銭

項目
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当期純利益(千円) 3,691,033 3,607,219

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 3,691,033 3,607,219

普通株式の期中平均株式数(千株) 35,634 35,631

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 36,090,678 39,384,993

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 36,090,678 39,384,993

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)

35,631 35,630

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,926,891 11,468,265

受取手形 1,335,768 672,897

完成工事未収入金 35,986,873 34,884,818

売掛金 87,468 321,433

リース投資資産 496,106 437,774

未成工事支出金 3,130,119 1,473,439

未成業務支出金 107,841 94,076

商品及び製品 115,041 80,892

材料貯蔵品 392,114 382,995

前払費用 212,842 254,945

繰延税金資産 1,335,310 878,504

未収入金 492,508 582,490

立替金 573,125 492,292

その他 445,522 267,935

貸倒引当金 △414,454 △158,718

流動資産合計 54,223,081 52,134,045
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,366,855 8,394,678

減価償却累計額 △4,876,379 △5,070,892

建物（純額） 3,490,475 3,323,785

構築物 428,556 389,159

減価償却累計額 △352,418 △325,281

構築物（純額） 76,137 63,878

機械及び装置 609,013 566,685

減価償却累計額 △560,908 △535,704

機械及び装置（純額） 48,104 30,981

車両運搬具 5,668,259 5,643,450

減価償却累計額 △4,587,537 △4,752,424

車両運搬具（純額） 1,080,722 891,026

工具、器具及び備品 1,678,897 1,871,878

減価償却累計額 △1,355,268 △1,457,820

工具、器具及び備品（純額） 323,629 414,058

土地 1,479,395 1,482,148

リース資産 93,054 132,846

減価償却累計額 △36,652 △58,497

リース資産（純額） 56,402 74,348

建設仮勘定 － 759

有形固定資産合計 6,554,867 6,280,985

無形固定資産   

ソフトウエア 302,793 110,455

電話加入権 0 0

その他 106,136 113,421

無形固定資産合計 408,930 223,878

投資その他の資産   

投資有価証券 6,217,839 6,656,948

関係会社株式 245,212 245,212

従業員に対する長期貸付金 － 4,990

破産更生債権等 1,430,112 1,346,602

長期未収入金 642,965 633,915

その他 330,113 336,573

貸倒引当金 △1,965,734 △2,010,862

投資その他の資産合計 6,900,509 7,213,379

固定資産合計 13,864,307 13,718,243

資産合計 68,087,389 65,852,288
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,039,050 1,931,142

工事未払金 19,855,201 16,034,459

買掛金 8,642 56,321

リース債務 76,942 85,077

未払金 1,058,608 1,295,880

未払費用 680,630 842,963

未払法人税等 1,504,714 985,728

未払消費税等 499,687 391,109

未成工事受入金 1,118,309 1,167,153

預り金 2,422,754 2,413,578

完成工事補償引当金 96,500 56,700

賞与引当金 1,309,630 1,358,897

工事損失引当金 658,202 104,322

災害損失引当金 31,323 －

その他 66,593 70,125

流動負債合計 32,426,793 26,793,459

固定負債   

長期未払金 33,200 29,000

リース債務 475,565 427,044

長期預り敷金保証金 634,837 602,202

繰延税金負債 123,992 315,388

退職給付引当金 441,544 295,779

債務保証損失引当金 － 342,700

資産除去債務 72,368 73,888

固定負債合計 1,781,509 2,086,003

負債合計 34,208,302 28,879,462
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

資本準備金 2,264,004 2,264,004

その他資本剰余金 86,577 86,577

資本剰余金合計 2,350,582 2,350,582

利益剰余金   

利益準備金 686,939 686,939

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 90,716 93,563

別途積立金 22,950,727 25,350,727

繰越利益剰余金 4,670,616 5,034,435

利益剰余金合計 28,398,998 31,165,665

自己株式 △152,204 △153,150

株主資本合計 33,407,376 36,173,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 471,710 799,729

評価・換算差額等合計 471,710 799,729

純資産合計 33,879,086 36,972,825

負債純資産合計 68,087,389 65,852,288
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 88,813,065 82,465,048

付帯事業売上高 864,740 1,765,478

売上高合計 89,677,805 84,230,526

売上原価   

完成工事原価 77,801,208 71,772,443

付帯事業売上原価 538,394 1,263,098

売上原価合計 78,339,602 73,035,541

売上総利益   

完成工事総利益 11,011,856 10,692,604

付帯事業総利益 326,345 502,380

売上総利益合計 11,338,202 11,194,985

販売費及び一般管理費 5,298,044 4,921,436

営業利益 6,040,158 6,273,548

営業外収益   

受取利息 1,257 2,219

受取配当金 158,620 228,434

社宅料 83,870 84,876

その他 57,637 40,951

営業外収益合計 301,385 356,481

営業外費用   

支払利息 21,365 2,319

支払手数料 11,752 6,597

その他 543 881

営業外費用合計 33,660 9,798

経常利益 6,307,882 6,620,231

特別利益   

固定資産売却益 16,371 －

投資有価証券売却益 7,476 －

特別利益合計 23,847 －

特別損失   

固定資産売却損 7,204 4,763

固定資産除却損 22,207 14,980

投資有価証券売却損 572 －

投資有価証券評価損 138,476 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,161 －

災害による損失 45,860 6,102

債務保証損失引当金繰入額 － 342,700

その他 43,776 16,660

特別損失合計 304,258 385,206

税引前当期純利益 6,027,470 6,235,025

法人税、住民税及び事業税 2,698,594 2,303,684

法人税等調整額 △129,357 523,300

法人税等合計 2,569,237 2,826,984

当期純利益 3,458,233 3,408,040
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,810,000 2,810,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,264,004 2,264,004

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,264,004 2,264,004

その他資本剰余金   

当期首残高 86,365 86,577

当期変動額   

自己株式の処分 212 －

当期変動額合計 212 －

当期末残高 86,577 86,577

資本剰余金合計   

当期首残高 2,350,369 2,350,582

当期変動額   

自己株式の処分 212 －

当期変動額合計 212 －

当期末残高 2,350,582 2,350,582

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 686,939 686,939

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 686,939 686,939

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 94,990 90,716

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － 6,929

買換資産圧縮積立金の取崩 △4,274 △4,082

当期変動額合計 △4,274 2,847

当期末残高 90,716 93,563
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

別途積立金   

当期首残高 21,050,727 22,950,727

当期変動額   

別途積立金の積立 1,900,000 2,400,000

当期変動額合計 1,900,000 2,400,000

当期末残高 22,950,727 25,350,727

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,678,310 4,670,616

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － △6,929

買換資産圧縮積立金の取崩 4,274 4,082

別途積立金の積立 △1,900,000 △2,400,000

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,458,233 3,408,040

当期変動額合計 992,306 363,818

当期末残高 4,670,616 5,034,435

利益剰余金合計   

当期首残高 25,510,967 28,398,998

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,458,233 3,408,040

当期変動額合計 2,888,031 2,766,666

当期末残高 28,398,998 31,165,665

自己株式   

当期首残高 △148,843 △152,204

当期変動額   

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 290 －

当期変動額合計 △3,361 △946

当期末残高 △152,204 △153,150

株主資本合計   

当期首残高 30,522,493 33,407,376

当期変動額   

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,458,233 3,408,040

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 503 －

当期変動額合計 2,884,883 2,765,720

当期末残高 33,407,376 36,173,096
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,310,722 471,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839,012 328,018

当期変動額合計 △839,012 328,018

当期末残高 471,710 799,729

評価・換算差額等合計   

当期首残高 1,310,722 471,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839,012 328,018

当期変動額合計 △839,012 328,018

当期末残高 471,710 799,729

純資産合計   

当期首残高 31,833,216 33,879,086

当期変動額   

剰余金の配当 △570,201 △641,373

当期純利益 3,458,233 3,408,040

自己株式の取得 △3,651 △946

自己株式の処分 503 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839,012 328,018

当期変動額合計 2,045,870 3,093,738

当期末残高 33,879,086 36,972,825
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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６．その他

受注高・売上高・繰越高の状況

  ①連結 連 結 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

《建設事業》 百万円 百万円

土     木 65,834 72.6% 60,549 77.0%

建     築 24,854 27.4% 18,118 23.0%

計 90,689 100.0% 78,668 100.0%

官  公  庁 

4,263 4.7% 4,184 5.3%

 鉄 道 2,813 3.1% 鉄 道 972 1.2%

 一 般 1,449 1.6% 一 般 3,211 4.1%

民     間 
86,425 95.3% 74,484 94.7%

 鉄 道 76,788 84.7% 鉄 道 66,303 84.3%
 一 般 9,637 10.6% 一 般 8,180 10.4%

合     計 

90,689 100.0% 78,668 100.0%

 鉄 道 79,601 87.8% 鉄 道 67,276 85.5%

 一 般 11,087 12.2% 一 般 11,391 14.5%

  連 結 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

《建設事業》

 完成工事高 百万円 百万円

土     木 63,789 70.1% 64,073 75.3%

建     築 27,247 29.9% 20,975 24.7%

計 91,037 100.0% 85,048 100.0%

官  公  庁 
5,016 5.5% 4,543 5.3%

 鉄 道 756 0.8% 鉄 道 1,617 1.9%
 一 般 4,260 4.7% 一 般 2,926 3.4%

民     間 
86,020 94.5% 80,505 94.7%

 鉄 道 75,554 83.0% 鉄 道 71,049 83.6%
 一 般 10,465 11.5% 一 般 9,455 11.1%

合     計 
91,037 100.0% 85,048 100.0%

 鉄 道 76,311 83.8% 鉄 道 72,666 85.5%
 一 般 14,725 16.2% 一 般 12,382 14.5%

《付帯事業》売上高 1,109 － 1,896 －

 売 上 高   合計 92,146 － 86,945 －

連 結 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

《建設事業》 百万円 百万円

土     木 25,954 76.8% 22,430 81.9%

建     築 7,821 23.2% 4,964 18.1%

計 33,775 100.0% 27,395 100.0%

官  公  庁 

5,906 17.5% 5,547 20.2%

 鉄 道 3,169 9.4% 鉄 道 2,525 9.2%

 一 般 2,736 8.1% 一 般 3,022 11.0%

民     間 
27,869 82.5% 21,848 79.8%

 鉄 道 23,944 70.9% 鉄 道 19,198 70.1%
 一 般 3,925 11.6% 一 般 2,649 9.7%

合     計 
33,775 100.0% 27,395 100.0%

 鉄 道 27,113 80.3% 鉄 道 21,723 79.3%
 一 般 6,661 19.7% 一 般 5,671 20.7%
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  ②個別 個 別 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

《建設事業》 百万円 百万円

土     木 65,647 74.9% 60,406 78.4%

建     築 22,054 25.1% 16,614 21.6%

計 87,702 100.0% 77,020 100.0%

官  公  庁 
4,263 4.9% 4,183 5.4%

 鉄 道 2,813 3.2% 鉄 道 972 1.2%
 一 般 1,449 1.7% 一 般 3,210 4.2%

民     間 

83,438 95.1% 72,837 94.6%

 鉄 道 76,778 87.5% 鉄 道 66,299 86.1%

 一 般 6,660 7.6% 一 般 6,537 8.5%

合     計 
87,702 100.0% 77,020 100.0%

 鉄 道 79,592 90.7% 鉄 道 67,272 87.3%
 一 般 8,109 9.3% 一 般 9,748 12.7%

個 別 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

《建設事業》

 完成工事高 百万円 百万円

土     木 63,602 71.6% 63,930 77.5%

建     築 25,211 28.4% 18,534 22.5%

計 88,813 100.0% 82,465 100.0%

官  公  庁 
5,016 5.6% 4,542 5.5%

 鉄 道 756 0.8% 鉄 道 1,617 2.0%
 一 般 4,260 4.8% 一 般 2,925 3.5%

民     間 

83,796 94.4% 77,922 94.5%

 鉄 道 75,545 85.1% 鉄 道 71,045 86.2%

 一 般 8,250 9.3% 一 般 6,877 8.3%

合     計 
88,813 100.0% 82,465 100.0%

 鉄 道 76,302 85.9% 鉄 道 72,662 88.2%
 一 般 12,511 14.1% 一 般 9,802 11.8%

《付帯事業》売上高 864 － 1,765 －

 売 上 高   合計 89,677 － 84,230 －

個 別 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

《建設事業》 百万円 百万円

土     木 25,954 79.8% 22,430 82.8%

建     築 6,588 20.2% 4,667 17.2%

計 32,542 100.0% 27,098 100.0%

官  公  庁 
5,906 18.1% 5,547 20.5%

 鉄 道 3,169 9.7% 鉄 道 2,525 9.3%
 一 般 2,736 8.4% 一 般 3,022 11.2%

民     間 
26,636 81.9% 21,550 79.5%

 鉄 道 23,944 73.6% 鉄 道 19,198 70.8%
 一 般 2,692 8.3% 一 般 2,352 8.7%

合     計 
32,542 100.0% 27,098 100.0%

 鉄 道 27,113 83.3% 鉄 道 21,723 80.1%
 一 般 5,428 16.7% 一 般 5,374 19.9%
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