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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 190,301 △7.6 3,999 9.3 3,111 27.4 1,232 14.6
21年3月期 205,978 △3.7 3,658 △2.3 2,442 4.5 1,075 △92.9

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 ％ ％ ％

22年3月期 5.90 ― 2.1 1.6 2.1
21年3月期 5.01 ― 1.8 1.2 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 194,913 60,873 30.7 285.90
21年3月期 192,350 59,451 30.4 279.79

（参考） 自己資本   22年3月期  59,835百万円 21年3月期  58,462百万円

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

22年3月期 15,270 766 △3,540 44,916
21年3月期 13,569 △5,940 △3,087 32,492

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 419 39.9 0.7
22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 419 33.9 0.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 2.00 2.00 46.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

68,000 △18.9 400 △74.1 150 △79.5 △150 ― △0.72

通期 163,000 △14.3 3,000 △25.0 2,200 △29.3 900 △27.0 4.30

－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、15～20ページの「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期 224,946,290株 21年3月期 224,946,290株

② 期末自己株式数 22年3月期  15,660,476株 21年3月期  15,992,511株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 177,022 △6.7 3,348 41.7 2,409 119.6 1,004 79.6
21年3月期 189,716 △1.5 2,363 △13.0 1,097 △12.2 559 △96.1

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

22年3月期 4.78 ―

21年3月期 2.59 ―

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

22年3月期 177,760 54,141 30.5 257.86
21年3月期 173,601 53,061 30.6 252.69

（参考） 自己資本 22年3月期  54,141百万円 21年3月期  53,061百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 

１．本資料に記載されている業績予想値等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、今後さまざまな要因によって業績予想値とは異なる結果となる可能性があります。 
２．第２四半期（連結）累計期間の業績予想につきましては、売上高が下半期に集中する業績の季節変動要因があることから、通期に対して低い水準とな
り、当社グループの実態を必ずしも適切に表していないことをご承知おきください。 

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 
累計期間

65,000 △16.4 400 △56.9 100 6.9 △200 ― △0.95

通期 155,000 △12.4 2,800 △16.4 1,900 △21.1 800 △20.3 3.81

－2－



当期のわが国経済は、新興国経済の堅調な推移及び円高圧力の逓減により、輸出産業を中心に業績改

善の兆しが見られましたが、国内需要による自律的な回復には至らず、デフレ不況のもと、所得・雇用

は深刻な状況が続きました。  

 国内建設市場におきましては、公共投資の一部執行停止があったものの、インフラ整備等を支援する

補正予算が組まれたため、政府投資全体としては増加基調を辿りました。一方、民間投資は、年度末に

かけて下げ止まりの動きが窺われましたが、通年では大きく落ち込み、価格競争の熾烈化とあいまっ

て、極めて厳しい経営環境となりました。  

 当社グループは、平成19年度を初年度とする「３ヶ年経営計画」にもとづき、総合評価落札方式・Ｐ

ＦＩ方式に対応する組織体制の強化、本支店組織の再構築による固定費の削減並びに有利子負債の削減

による財務体質改善等の施策を実行し、こうした市場環境にも対処できる経営基盤を確立しました。 

 その結果、当期の当社グループの連結業績につきましては、売上高は1,903億円余（前連結会計年度

比7.6％減）と減少しましたが、営業利益は工事利益率等の改善により39億円余（前連結会計年度比

9.3％増）、経常利益は支払利息、為替差損の減少等により31億円余（前連結会計年度比27.4％増）と

なりました。また当期純利益は、土地の減損損失等の特別損失を計上しました結果、12億円余（前連結

会計年度比14.6％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

当連結会計年度の建設事業の受注高につきましては、海外工事の受注高が増加したものの、国内

の土木工事及び建築工事の受注高が共に減少したことにより1,488億円余（前期比8.5％減）となり

ました。  

 当期の当社の受注高は、建設事業で1,343億円余（前期比8.1％減）であり、また国内、海外別で

は、国内1,014億円余（前期比17.5％減）、海外は328億円余(前期比42.3％増)となりました。  

 売上高につきましては、1,851億円余（前連結会計年度比7.5％減）となりました。これは国内建

築工事の売上高は増加しましたが、国内土木工事及び海外工事の売上高が減少したことによりま

す。営業利益につきましては、61億円余（前連結会計年度比109.6％増）となりました。  

不動産事業におきましては、売上高は14億円余（前連結会計年度比9.1％減）であり、営業損失

は販売用不動産の評価減を24億円余を計上したため22億円余（前連結会計年度は営業利益４億円）

となりました。なお、当社の不動産事業のうち開発事業の受注高につきましては、４億円余となり

ました。 

その他の事業の売上高は36億円余（前連結会計年度比12.6％減）、営業利益は１億円余（前連結

会計年度比48.7％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②事業の種類別セグメントの業績

(建設事業)

(不動産事業)

(その他の事業)
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今後のわが国経済の見通しにつきましては、世界経済が緩やかに回復することに呼応して国内経済も

徐々に回復の兆しが見えてくるものと推測されます。しかしながら、設備投資の抑制や雇用調整が継続

するなど、企業収益の回復に至るまでには、なお時間を要するものと思われます。 

 国内建設市場におきましては、公共投資は一部の大型プロジェクト構想はあるものの大幅な減少が見

込まれております。また、住宅投資は政府による各種政策の後押しもあり、緩やかな増加傾向になると

考えられますが、民間投資全体への影響は、軽微なものに留まり、当社グループを取り巻く経営環境は

ますます不透明感を深めております。 

 創業２世紀目を迎えた当社グループは、常に持続する成長を目指し、全員が一丸となって競争に打ち

勝っていく所存であります。 

 このような環境のもと、平成23年３月期におきましても、総合評価型入札対応へのさらなる強化等、

重点施策を確実に実行することにより、受注及び利益の確保を目指してまいります。なお現時点での、

当社の受注目標は1,550億円、また業績見通しを以下の通りとしております。 

  

 
  

③次期の見通し

<連結>

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期 １，６３０億円 ３０億円 ２２億円 ９億円

(平成23年3月期) （前期比 14.3％減） （前期比 25.0％減） （前期比 29.3％減） （前期比 27.0％減）

  尚、売上高及び営業利益のセグメント別予想は以下の通りであります。

次期連結会計年度       
（平成23年３月期）

当連結会計年度        
（平成22年３月期）

売上高 営業利益 売上高 営業利益

建設事業 １，５８０億円 ２６億円 １，８５１億円  ６１億円

不動産事業    １０億円 １億円   １４億円 △２２億円

その他の事業    ４０億円 ３億円   ３６億円   １億円

通期計 １，６３０億円 ３０億円 １，９０３億円  ３９億円

<当社単体>

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期 １，５５０億円 ２８億円 １９億円 ８億円

(平成23年3月期) （前期比 12.4％減） （前期比 16.4％減） （前期比 21.1％減） （前期比 20.3％減）
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当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは立替金の減少等により、

15,270百万円の資金増加（前連結会計年度は13,569百万円の資金増加）となりました。投資活動による

キャッシュ・フローは、有形固定資産の売却等により、766百万円の資金増加（前連結会計年度は5,940

百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により、

3,540百万円の資金減少（前連結会計年度は3,087百万円の資金減少）となりました。以上の結果、現金

及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ12,424百万円増加し、44,916百万

円となりました。 

 なお、キャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注） 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  

    債務償還年数            ：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／利息の支払額  

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値にて算出しております。  

※ 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式数 にて算出しております。  

※ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金及び長期借入金を対象として 

  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、利息の支払額については、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。  

  

配当につきましては、安定的な配当を継続することに重点をおきつつ、業績に応じた利益還元を行なう

こと、また内部留保金につきましては、今後の厳しい経営環境に立ち向かうべく経営基盤の強化を目的と

した財務体質の改善に使用することを基本方針としております。 

当期の株主配当金につきましては、当期純利益の規模より１株につき２円とさせていただきます。ま

た、次期の配当につきましては１株につき２円を実施する予定であります。 

  

当社グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなもの

があります。 

当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に万全を期す方

針であります。 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 21.3 30.0 30.4 30.7

時価ベースの自己資本比率 12.6 9.1 13.0 11.4

債務償還年数（年） ─ ─ 2.9 2.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ 16.4 20.9

(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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当社グループの売上高の主要部分を占める国内建設事業につきましては、約６割が官公庁発注の工事

であり、約４割が民間発注の工事であります。従いまして、当社グループの業績は、わが国の公共事業

投資並びに民間設備投資の動向によりまして、影響を受ける可能性があります。 

建設資材価格などの高騰により工事採算が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

当社グループは、世界各国にて建設事業を行っておりますが、その施工場所における政情の変化、経

済状況の変化、予期せぬ法令・規制の変更等により、影響を受ける可能性があります。 

また海外事業に関する為替変動リスクにつきましては、外貨建て工事代金収入に対応させて原価支払

いを外貨建てとしたり、必要に応じ為替予約などを通じヘッジしておりますが、そのリスクをすべて排

除することは不可能であり、為替変動により影響を受ける可能性があります。 

工事の品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生し

た場合は、影響を受ける可能性があります。 

グループ内の子会社・関連会社が実施している事業に関しまして、経済環境の急激な変動があった場

合には、影響を受ける可能性があります。 

当社グループの保有する不動産・有価証券の時価の下落により、影響を受ける可能性があります。 

繰延税金資産につきましては、今後の課税所得をもって全額回収可能と判断しておりますが、将来の

課税所得見積額の変更等により、繰延税金資産について一部回収が困難であると判断した場合は、影響

を受ける可能性があります。 

建設工事は契約から完成引渡しまで長期にわたり、また一件当りの請負金額が大きく、一般的に工事

目的物の引渡し時に多額の工事代金が支払われるため、取引先の信用リスクが生じる可能性がありま

す。 

工事施工にあたっては事故防止に万全を期しておりますが、予期せぬ要因から事故や労働災害が発生

する可能性があります。この場合、損害賠償や指名停止などによる受注機会の減少により業績に影響が

及ぶ可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ①建設市場の変動リスク

 ②建設資材価格の変動リスク

 ③海外事業のリスク

 ④工事の瑕疵

 ⑤子会社・関連会社の事業リスク

 ⑥資産の時価下落リスク

 ⑦繰延税金資産

 ⑧信用リスク

 ⑨災害・事故の発生
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近の有価証券報告書（平成21年６月26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、開示を省略しております。 

  

当社は、「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす」を社是と

し、着実な経営計画により競争に打ち勝ち、誠実な施工で永い信用を築くことにより、皆様の信頼と期

待にお応えし、皆様と共に発展して行くことを経営の基本理念としております。 

  

創業２世紀目を迎えた当社グループは、常に持続する成長を目指し、全員が一丸となって競争に打ち

勝っていくため、下記方針で日々業務に取り組んでおります。 

・ 縮小市場における競争力・収益力強化 

・ 顧客満足度の向上と信頼の獲得 

・ グローバル企業への進化 

・ 強靭な経営体質の確立 

  

上記の社是および中期的な経営戦略を確実に遂行することによって、厳しい経営環境に順応し、社会

貢献、環境保全など幅広い分野での社会的責任を果たし、公正かつ信頼性の高い企業として成長し続け

て行きたいと考えております。 

  

なお、東京都千代田区の当社建築工事現場において、平成21年4月14日にアースドリル機転倒事故に

よる重大な公衆災害が発生しました。今後こうした事故を二度と繰り返さない強い決意と事故の記憶を

風化させないために、事故発生日を「安全の日」として制定し、『安全を全てに優先させる』意識の周

知徹底を図り、再発防止に万全を期しております。 

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) 中長期的な会社の経営戦略
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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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 33,980 45,061

受取手形・完成工事未収入金等 65,349 ※1 65,602

未成工事支出金等 ※2 9,373 ※2 9,816

販売用不動産 8,446 5,775

立替金 13,314 8,161

繰延税金資産 2,324 2,662

その他 ※3 8,503 ※3 8,461

貸倒引当金 △385 △329

流動資産合計 140,907 145,212

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 16,348 16,221

機械、運搬具及び工具器具備品 28,058 27,732

土地 ※4 20,404 ※4 20,149

リース資産 32 37

建設仮勘定 313 135

減価償却累計額 △31,101 △31,431

有形固定資産合計 34,055 32,844

無形固定資産 459 491

投資その他の資産

投資有価証券 ※5 9,829 ※5 10,890

長期貸付金 ※6 776 ※6 829

繰延税金資産 2,622 2,610

その他 ※7 8,367 ※7 3,157

貸倒引当金 △4,667 △1,124

投資その他の資産合計 16,928 16,364

固定資産合計 51,443 49,700

資産合計 192,350 194,913
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 54,716 54,935

短期借入金 ※8 28,296 ※8 24,400

未払法人税等 1,057 2,220

未成工事受入金 11,874 12,051

完成工事補償引当金 68 314

工事損失引当金 ※9 2,428 ※9 2,554

預り金 11,718 12,813

その他 3,610 4,972

流動負債合計 113,770 114,261

固定負債

長期借入金 10,746 11,496

再評価に係る繰延税金負債 ※10 3,444 ※10 3,428

退職給付引当金 2,099 2,538

役員退職慰労引当金 70 80

その他 2,768 2,235

固定負債合計 19,128 19,778

負債合計 132,899 134,040

純資産の部

株主資本

資本金 18,976 18,976

資本剰余金 18,074 18,065

利益剰余金 22,733 23,569

自己株式 △2,010 △1,959

株主資本合計 57,774 58,652

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △527 △12

繰延ヘッジ損益 △88 △87

土地再評価差額金 ※11 1,304 ※11 1,283

評価・換算差額等合計 687 1,183

少数株主持分 989 1,037

純資産合計 59,451 60,873

負債純資産合計 192,350 194,913
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 205,978 ※1 190,301

売上原価 ※2 190,630 ※2 175,071

売上総利益 15,347 15,229

販売費及び一般管理費 ※3 11,689 ※3 11,229

営業利益 3,658 3,999

営業外収益

受取利息 161 133

受取配当金 351 295

負ののれん償却額 81 79

その他 85 48

営業外収益合計 679 556

営業外費用

支払利息 829 726

貸倒引当金繰入額 132 26

為替差損 484 282

その他 449 409

営業外費用合計 1,896 1,444

経常利益 2,442 3,111

特別利益

貸倒引当金戻入額 13 －

固定資産売却益 ※4 39 ※4 51

投資有価証券売却益 557 7

関係会社清算益 201 －

その他 11 9

特別利益合計 823 67

特別損失

固定資産売却損 ※5 62 ※5 5

固定資産除却損 194 117

投資有価証券評価損 874 －

施設利用権評価損 18 7

減損損失 ※6 56 ※6 255

退職特別加算金 － 157

損害賠償金 234 172

その他 165 70

特別損失合計 1,605 786

税金等調整前当期純利益 1,660 2,392

法人税、住民税及び事業税 634 1,840

法人税等調整額 △66 △720

法人税等合計 568 1,119

少数株主利益 16 40

当期純利益 1,075 1,232
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,976 18,976

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,976 18,976

資本剰余金

前期末残高 18,079 18,074

当期変動額

自己株式の処分 － △9

連結子会社株式の売却による持分の増減 △4 －

当期変動額合計 △4 △9

当期末残高 18,074 18,065

利益剰余金

前期末残高 21,807 22,733

当期変動額

剰余金の配当 － △417

当期純利益 1,075 1,232

連結子会社株式の売却による持分の増減 4 －

土地再評価差額金の取崩 △154 21

当期変動額合計 925 836

当期末残高 22,733 23,569

自己株式

前期末残高 △462 △2,010

当期変動額

自己株式の取得 △1,592 △2

自己株式の処分 － 52

連結子会社の持分変動 △0 －

連結子会社株式の売却による持分の増減 45 －

当期変動額合計 △1,547 50

当期末残高 △2,010 △1,959

株主資本合計

前期末残高 58,401 57,774

当期変動額

剰余金の配当 － △417

当期純利益 1,075 1,232

自己株式の取得 △1,592 △2

自己株式の処分 － 43

連結子会社の持分変動 △0 －

連結子会社株式の売却による持分の増減 45 －

土地再評価差額金の取崩 △154 21

当期変動額合計 △626 877

当期末残高 57,774 58,652
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 860 △527

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,388 515

当期変動額合計 △1,388 515

当期末残高 △527 △12

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △128 △88

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

39 1

当期変動額合計 39 1

当期末残高 △88 △87

土地再評価差額金

前期末残高 1,150 1,304

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

154 △21

当期変動額合計 154 △21

当期末残高 1,304 1,283

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,882 687

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,194 495

当期変動額合計 △1,194 495

当期末残高 687 1,183

少数株主持分

前期末残高 1,287 989

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 48

当期変動額合計 △297 48

当期末残高 989 1,037

純資産合計

前期末残高 61,570 59,451

当期変動額

剰余金の配当 － △417

当期純利益 1,075 1,232

自己株式の取得 △1,592 △2

自己株式の処分 － 43

連結子会社の持分変動 △0 －

連結子会社株式の売却による持分の増減 45 －

土地再評価差額金の取崩 △154 21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,492 543

当期変動額合計 △2,118 1,421

当期末残高 59,451 60,873
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1,660 2,392

減価償却費 3,602 3,316

減損損失 56 255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △213 △3,599

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64 439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 9

受取利息及び受取配当金 △513 △428

支払利息 829 726

為替差損益（△は益） 424 69

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 874 －

施設利用権評価損 18 7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △557 9

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 23 △45

有形及び無形固定資産除却損 161 106

売上債権の増減額（△は増加） 13,221 △252

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 5,716 △443

販売用不動産の増減額（△は増加） 622 2,671

仕入債務の増減額（△は減少） △1,856 219

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,619 176

その他 △4,828 10,650

小計 14,698 16,280

利息及び配当金の受取額 507 407

利息の支払額 △827 △731

法人税等の支払額 △809 △685

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,569 15,270

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 △3,998 △5,897

有形固定資産の売却による収入 176 3,627

無形固定資産の取得による支出 △144 △155

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △468 △325

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,137 132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

736 －

貸付けによる支出 △990 △456

貸付金の回収による収入 732 697

その他 △3,120 3,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,940 766
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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） 2,563 △1,557

長期借入れによる収入 5,270 8,050

長期借入金の返済による支出 △9,315 △9,639

自己株式の売却による収入 － 42

自己株式の取得による支出 △1,592 △2

配当金の支払額 － △413

その他 △12 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,087 △3,540

現金及び現金同等物に係る換算差額 △412 △71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,128 12,424

現金及び現金同等物の期首残高 28,363 32,492

現金及び現金同等物の期末残高 32,492 44,916
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該当事項はありません。 

 
  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社 ８社

主要な連結子会社名は次のとおりで

あります。 

 ㈱東亜エージェンシー 

 信幸建設㈱ 

 東亜機械工業㈱ 

 従来、連結子会社であった東亜コン

クリート工業㈱の株式を平成21年３月

に売却しております。

  ８社

主要な連結子会社名は次のとおりで

あります。 

 ㈱東亜エージェンシー 

 信幸建設㈱ 

 東亜機械工業㈱

 (2) 非連結子会社 ９社

主要な非連結子会社名は次のとおり

であります。

  株式会社ヒューマンアフェア

非連結子会社９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

ぼしておりません。

  ９社

主要な非連結子会社名は次のとおり

であります。

  株式会社ヒューマンアフェア

非連結子会社９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

ぼしておりません。

２ 持分法の適用に関する事

項

非連結子会社(㈱ヒューマンアフェ

アほか)及び関連会社(浅間山開発㈱ほ

か)について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おりま

す。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結財務諸表提出会社と同一でありま

す。

同左

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

①有価証券 

 ａ)満期保有目的の債券 

   償却原価法

 ｂ)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

①有価証券

  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
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

②デリバティブ 

  時価法

②デリバティブ

同左

③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

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）

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）  

③たな卸資産

未成工事支出金等

未成工事支出金

     同左

材料貯蔵品

     同左 

  

 

 

販売用不動産

     同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)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。

（追加情報）  

 当社及び国内連結子会社は、減価

償却資産の耐用年数等に関する平成

20年度法人税法の改正を契機とし

て、機械装置の耐用年数の見直しを

行い、当連結会計年度より改正後の

法人税法に基づく耐用年数を適用し

ております。  

 これによる当連結会計年度の損益

に与える影響及びセグメント情報に

与える影響は軽微であります。

①有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)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。
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項目

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

②無形固定資産(リース資産を除く) 

 及び長期前払費用

  定額法

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。

ただし、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)に基づく定額法によって

おります。

②無形固定資産(リース資産を除く) 

 及び長期前払費用

同左

③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。 

（会計方針の変更）  

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、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、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 これによる当連結会計年度の損益

に与える影響はありません。

③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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

①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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

①貸倒引当金

同左

 

 

②完成工事補償引当金

  完成工事等に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、当連結会計年度の完

成工事高等に対する将来の見積補償

額に基づいて計上しております。

②完成工事補償引当金

同左

③工事損失引当金

  受注工事の将来の損失に備えるた

め、工事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

とのできる工事について、損失見込

相当額を個別に見積り、同額を引当

計上しております。

③工事損失引当金

同左

④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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。

④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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。

    過去勤務債務は、提出会社につい

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(５年)に

よる定額法により、発生した連結会

計年度から費用の減額処理をしてお

ります。  

 数理計算上の差異は、提出会社に

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(13

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

ら費用処理することとしておりま

す。  

 なお、連結子会社については、過

去勤務債務及び数理計算上の差異は

発生しておりません。

    過去勤務債務は、提出会社につい

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(５年)に

よる定額法により、発生した連結会

計年度から費用の減額処理をしてお

ります。  

 数理計算上の差異は、提出会社に

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(13

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

ら費用処理することとしておりま

す。  

 なお、連結子会社については、過

去勤務債務及び数理計算上の差異は

発生しておりません。

（追加情報）  

 数理計算上の差異の処理年数につ

いて、当連結会計年度末における平

均残存勤務期間の再検討を行った結

果、平均残存勤務期間が費用処理年

数より短くなったため、15年から13

年に変更しております。  

 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度から「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  これにより、当連結会計年度の営

業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が133百万円それぞれ減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

  なお、従来の方法による割引率と

同一の割引率を使用することとなっ

たため、連結財務諸表に与える影響

はありません。

⑤役員退職慰労引当金

  一部の連結子会社については、役

員退職金の支出に備えて、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額の

100％相当額を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

同左

 

 (4) 重要な収益及び費用の

計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基

準

  完成工事高の計上は、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、工事進行基準によった完成

工事高は162,082百万円でありま

す。 

（会計方針の変更）  

 「工事契約に関する会計基準」

(企業会計基準第15号 平成19年12

月27日)及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27

日)が平成21年４月1日より前に開始

する連結会計年度から適用できるこ

とになったことに伴い、当連結会計

年度よりこれらの会計基準等を適用

し、当連結会計年度以後に着手した

工事契約のうち、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。 

 これにより、売上高が5,990百万

円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が351百万

円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

完成工事高及び完成工事原価の計上基

準

  完成工事高の計上は、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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、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場合

は特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ａ)ヘッジ手段

   金利スワップ取引及び為替予約

取引

 ａ)ヘッジ手段

同左

 ｂ)ヘッジ対象 

   借入金、外貨建金銭債権債務

 ｂ)ヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  為替変動リスク及び金利変動リス

クを回避するためにデリバティブ取

引を行っております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘ

ッジ対象の変動額の累計額を比較し

て有効性の判定をしております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

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。

消費税等の会計処理

同左

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方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 ５年間の均等償却を行っておりま

す。

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ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資としております。

同左
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(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

（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表)  

 前連結会計年度において流動資産「その他」に含め

て表示しておりました「立替金」については、総資産

額の５／100を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の「立替金」

は3,696百万円であります。  

  

(連結損益計算書)  

 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含

めて表示しておりました「投資有価証券評価損」につ

いては、特別損失の総額の10／100を超えたため、当連

結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「投資有価証券評価損」は27百万円であり

ます。     

  

(連結キャッシュ・フロー計算書)  

１ 前連結会計年度に区分掲記しておりました「受取

手形の増減額（△は増加）」は、ＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するためタクソノミ

の勘定科目に合わせ、当連結会計年度より営業活動に

よるキャッシュ・フローの「売上債権の増減額（△は

増加）」に含めて表示しております。なお、当連結会

計年度の「受取手形の増減額（△は増加）」は4,110百

万円であります。  

２ 前連結会計年度に区分掲記しておりました「支払

手形の増減額（△は減少）」は、ＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するためタクソノミ

の勘定科目に合わせ、当連結会計年度より営業活動に

よるキャッシュ・フローの「仕入債務の増減額（△は

減少）」に含めて表示しております。なお、当連結会

計年度の「支払手形の増減額（△は減少）」は△2,522

百万円であります。 

(連結損益計算書)

  前連結会計年度において特別損失の「その他」に

含めて表示しておりました「退職特別加算金」につ

いては、特別損失の総額の10／100を超えたため、当

連結会計年度より区分掲記しております。なお、前

連結会計年度の「退職特別加算金」は9百万円であり

ます。
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(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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

１ ※２ 未成工事支出金等の内訳は、以下の通りであ

ります。

未成工事支出金 7,477百万円

その他のたな卸資産 1,896

計 9,373

２ ※２ ※９ 損失の発生が見込まれる工事契約に係

る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

1,343百万円であります。 

 

３ ※３ 現先取引を行っており、借手から担保として

有価証券を受け入れております。なお、当連結会計

年度末の時価は299百万円であります。

４ ※５ このうち、非連結子会社及び関連会社に対す

る金額は次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 549百万円

 

 

 

１ ※２ 未成工事支出金等の内訳は、以下の通りであ

ります。

未成工事支出金 8,799百万円

その他のたな卸資産 1,017

計 9,816

２ ※２ ※９ 損失の発生が見込まれる工事契約に係

る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

1,818百万円であります。 

 

        ―――――――――― 

  

 

４ ※５ このうち、非連結子会社及び関連会社に対す

る金額は次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 568百万円

 

５ ※４ ※10 ※11 提出会社は「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号)及び

「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、当該再評価差額からこれを控

除した金額を「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。

   なお、土地の再評価に係る税金相当額のうち、

「再評価に係る繰延税金資産」について回収の可能

性を個別に見直した結果、回収の可能性を見込むこ

とが困難な額を「土地再評価差額金」から減額して

おります。 

 

・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項に定める

「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定した価

額」に合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14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 5,715百万円

  

５ ※４ ※10 ※11 提出会社は「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号)及び

「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、当該再評価差額からこれを控

除した金額を「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。

   なお、土地の再評価に係る税金相当額のうち、

「再評価に係る繰延税金資産」について回収の可能

性を個別に見直した結果、回収の可能性を見込むこ

とが困難な額を「土地再評価差額金」から減額して

おります。 

 

・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項に定める

「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定した価

額」に合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14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 6,074百万円
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

６ ※３ ※５ ※６ ※７  

 担保に供している資産

流動資産 百万円

 その他 4

投資その他の資産

 投資有価証券 2,257

 長期貸付金 591

 その他 28

計 2,880

   上記物件について、偶発債務等1,682百万円及び

ＰＦＩ事業会社（７社）と金融機関との間で締結し

た限度貸付契約等に基づく債務の担保に供しており

ます。

 

 

６ ※３ ※５ ※６ ※７  

 担保に供している資産

流動資産 百万円

 その他 8

投資その他の資産

 投資有価証券 2,679

 長期貸付金 585

 その他 37

計 3,311

   上記物件について、偶発債務等1,702百万円及び

ＰＦＩ事業会社（10社）と金融機関との間で締結し

た限度貸付契約等に基づく債務の担保に供しており

ます。

７ ※５ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券

が82百万円含まれております。 

 

７ ※５ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券

が106百万円含まれております。 

 

 

８ 偶発債務

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に

対し、債務保証を行っております。

当社従業員(銀行借入保証) 25百万円

全国漁港・漁村振興漁業協同組
合連合会(借入保証)

2,123

その他２件 277

計 2,426

  

８ 偶発債務

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に

対し、債務保証を行っております。

当社従業員(銀行借入保証) 29百万円

全国漁港・漁村振興漁業協同組
合連合会(借入保証)

1,843

その他１件 231

計 2,104

(2) 提出会社は、船舶輸出入通関代理店より船舶輸出

入通関代理店業務委託料（請求金額123百万円）

について、平成19年12月11日付で大阪地方裁判所

において訴訟を提起されており、現在係争中であ

ります。なお、現時点で裁判の結果を予測するこ

とはできません。 

 

        ――――――――――

(2) 提出会社は、船舶輸出入通関代理店より船舶輸出

入通関代理店業務委託料（請求金額123百万円）

について、平成19年12月11日付で大阪地方裁判所

において訴訟を提起されており、現在係争中であ

ります。なお、現時点で裁判の結果を予測するこ

とはできません。 

 

９ ※１ 受取手形割引高         140百万円

 

10 ※８ 提出会社は運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行７行とコミットメントライン(特定融

資枠)契約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額 29,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 29,000

  

10 ※８ 提出会社は運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行７行とコミットメントライン(特定融

資枠)契約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額 29,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 29,000
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

────────── 

 

２ ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、売上原価に含まれるたな卸資産評

価損は161百万円であります。

３ ※２ 売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

1,343百万円であります。

１ ※１ 売上高のうち工事進行基準によった完成工事

高は161,382百万円であります。

２ ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、売上原価に含まれるたな卸資産評

価損は2,420百万円であります。

３ ※２ 売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

1,160百万円であります。

４ ※３ このうち主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

従業員給料手当 4,389百万円

役員退職慰労引当金繰入額 28

貸倒引当金繰入額 500

減価償却費 198

調査研究費 950
 

４ ※３ このうち主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

従業員給料手当 4,358百万円

役員退職慰労引当金繰入額 23

退職給付費用 688

貸倒引当金繰入額 169

５ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は1,075百万円であります。

５ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は998百万円であります。

６ ※４ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。

土地 18百万円

建物 0

その他 20

計 39

６ ※４ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。

船舶 50百万円

その他 0

計 51

７ ※５ 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。

土地 51百万円

その他 11

計 62

７ ※５ 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。

建物 4百万円

その他 1

計 5

 

８ ※６ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産 土地 神奈川県他３件

   減損損失を認識した遊休資産については、個別

の物件ごとにグルーピングしております。時価の

下落により、上記の遊休資産について帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（56百万円）として計上しております。その内訳

は、すべて遊休資産（土地）であります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額

としております。

また、正味売却価額は、帳簿価額に重要性のあ

るものについては不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額等を使用しております。

 

８ ※６ 減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産 土地 神奈川県他３件

   減損損失を認識した遊休資産については、個別

の物件ごとにグルーピングしております。時価の

下落により、上記の遊休資産について帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（255百万円）として計上しております。その内訳

は、すべて遊休資産（土地）であります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額

としております。

また、正味売却価額は、帳簿価額に重要性のあ

るものについては不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額等を使用しております。
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

当社による自己株式の購入による増加              13,446千株 

単元未満株式の買取りによる増加                  14千株 

連結子会社の持分変動に伴う自己株式(当社株式)の持分の増加      3千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

連結子会社株式の売却に伴う自己株式(当社株式)の持分の減少     289千株 

  

   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 

 
   (注) 連結子会社への配当を除いた配当金の総額は417百万円であります。 

  

   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加                  18千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

連結子会社の所有する親会社株式売却に伴う自己株式の減少      350千株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 224,946 ─ ─ 224,946

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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 2,818 13,463 289 15,992

 ３ 配当に関する事項

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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 419 2 平成21年３月31日 平成21年６月29日

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 224,946 ─ ─ 224,946

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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 15,992 18 350 15,660
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    (注) 連結子会社への配当を除いた配当金の総額は417百万円であります。 

  
  (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 

 
    (注) 連結子会社への配当を除いた配当金の総額は418百万円であります。 

  

 
  

  

 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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 419 2 平成21年３月31日 平成21年６月29日

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 419 2 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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

現金預金勘定 33,980百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,788

流動資産「その他」（現先） 299

現金及び現金同等物 32,492  

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

現金預金勘定 45,061百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △145

現金及び現金同等物 44,916
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(注) １ 事業の区分は、日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案して区分しております。 

２ 各区分の主な事業内容 
 (1) 建設事業…………土木・建築その他建設工事全般に関する事業 
 (2) 不動産事業………不動産の売買及び賃貸に関する事業 
 (3) その他の事業……船舶の建造・修理、各種代行業務ほか 
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40,519百万円であります。その主なもの

は、提出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 

４ 当社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．会計処理基準に関する事項（３）

重要な引当金の計上基準 ④退職給付引当金（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より退職給

付引当金の数理計算上の差異の処理年数を変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比

べて当連結会計年度の「建設事業」の営業費用は132百万円増加し、営業利益は同額減少しており、

「不動産事業」の営業費用は0百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

５ 当社及び連結子会社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．会計処理基準に関

する事項 （４）重要な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に記載の通

り、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の「建設事業」の売上高は5,909百万円増加し、

営業利益は349百万円増加しており、「その他の事業」の売上高は86百万円増加し、営業利益は1百万円

増加しております。 

  

(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20年４月１日 至平成21年３月31日)

建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の
事業 

(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 200,204 1,645 4,128 205,978 ─ 205,978

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

1,433 438 1,370 3,242 (3,242) ─

計 201,638 2,083 5,499 209,221 (3,242) 205,978

  営業費用 198,712 1,677 5,128 205,518 (3,198) 202,319

  営業利益 2,926 406 370 3,703 (44) 3,658

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び
資本的支出

  資産 130,942 18,506 5,004 154,453 37,896 192,350

減価償却費 3,415 109 90 3,615 (13) 3,602

減損損失 45 10 ─ 56 ─ 56

  資本的支出 2,558 689 342 3,589 (64) 3,525
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(注) １ 事業の区分は、日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案して区分しております。 

２ 各区分の主な事業内容 
 (1) 建設事業…………土木・建築その他建設工事全般に関する事業 
 (2) 不動産事業………不動産の売買及び賃貸に関する事業 
 (3) その他の事業……船舶の建造・修理、各種代行業務ほか 
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51,899百万円であります。その主なもの

は、提出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 

 当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の
事業 

(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 185,196 1,494 3,609 190,301 ― 190,301

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

448 330 2,255 3,033 (3,033) ―

計 185,645 1,824 5,864 193,335 (3,033) 190,301

  営業費用 179,510 4,092 5,675 189,278 (2,977) 186,301

  営業利益又は営業損失（△） 6,134 △2,268 189 4,056 (56) 3,999

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び
資本的支出

  資産 125,828 14,924 4,579 145,331 49,581 194,913

減価償却費 3,083 156 116 3,356 (39) 3,316

減損損失 41 214 ― 255 ― 255

  資本的支出 2,590 7 23 2,621 24 2,645
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(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 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40,519百万円であります。その主なものは、提

出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 

３ 当社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．会計処理基準に関する事項（３）重要

な引当金の計上基準 ④退職給付引当金（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より退職給付引当金

の数理計算上の差異の処理年数を変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて当連結会

計年度の「国内」の営業費用は104百万円増加し、営業利益は同額減少しており、「東南アジア」の営業費

用は21百万円増加し、営業損失は同額増加しており、「その他の地域」の営業費用は7百万円増加し、営業

損失は同額増加しております。 

４ 当社及び連結子会社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．会計処理基準に関する

事項 （４）重要な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に記載の通り、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。この結果、従来の方法に

よった場合に比べて当連結会計年度の「国内」の売上高は5,990百万円増加し、営業利益は351百万円増加し

ております。また、「東南アジア」ならびに「その他の地域」の売上高、営業損失への影響額はありませ

ん。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 所在地別セグメント情報

 前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

国内 
(百万円)

東南
アジア 
(百万円)

その他
の地域 
(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

159,095 34,187 12,695 205,978 ― 205,978

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

178 ― ― 178 (178) ―

計 159,273 34,187 12,695 206,156 (178) 205,978

  営業費用 154,904 34,782 12,810 202,497 (178) 202,319

  営業利益又は営業損失（△） 4,369 △595 △115 3,658 (―) 3,658

Ⅱ 資産 130,757 15,632 5,458 151,849 40,501 192,350

 当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

国内 
(百万円)

東南
アジア 
(百万円)

その他
の地域 
(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

155,814 27,833 6,652 190,301 ― 190,301

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

79 ― ― 79 (79) ―

計 155,894 27,833 6,652 190,380 (79) 190,301

  営業費用 152,503 26,850 7,027 186,381 (79) 186,301

  営業利益又は営業損失（△） 3,390 983 △374 3,999 (―) 3,999

Ⅱ 資産 128,814 10,709 3,489 143,013 51,899 194,913
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２ 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51,899百万円であります。その主なものは、提

出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 海外売上高は、提出会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 海外売上高は、提出会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

 前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 34,187 12,695 46,882

Ⅱ 連結売上高(百万円) 205,978

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

16.6 6.2 22.7

 当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,833 6,652 34,486

Ⅱ 連結売上高(百万円) 190,301

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

14.6 3.5 18.1
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(注) 算定上の基礎は、以下の通りです。 

  

   １ １株当たり純資産額 

 
   

   ２ １株当たり当期純利益 

 

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産に

関する注記事項については、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

省略しております。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 279.79円 285.90円

１株当たり当期純利益 5.01円 5.90円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 59,451 60,873

普通株式に係る純資産額（百万円） 58,462 59,835

差額の主な内訳（百万円)

 少数株主持分 989 1,037

普通株式の発行済株式数（千株) 224,946 224,946

普通株式の自己株式数（千株） 15,992 15,660

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株)

208,953 209,285

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,075 1,232

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,075 1,232

普通株式の期中平均株式数(千株) 214,620 208,971

（開示の省略）
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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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 30,828 41,194

受取手形 2,349 999

完成工事未収入金 55,547 58,878

兼業事業未収入金 3,325 1,802

有価証券 8 －

未成工事支出金 7,534 8,815

兼業事業支出金 818 289

販売用不動産 8,422 5,732

短期貸付金 892 477

関係会社短期貸付金 603 666

繰延税金資産 2,229 2,495

立替金 11,103 8,499

その他 4,983 4,313

貸倒引当金 △347 △283

流動資産合計 128,299 133,881

固定資産

有形固定資産

建物 10,387 10,296

減価償却累計額 △6,357 △6,322

建物（純額） 4,030 3,973

構築物 1,798 1,784

減価償却累計額 △1,303 △1,324

構築物（純額） 494 459

機械及び装置 3,077 2,643

減価償却累計額 △2,585 △2,240

機械及び装置（純額） 491 402

船舶 15,486 15,390

減価償却累計額 △10,995 △11,471

船舶（純額） 4,490 3,918

車両運搬具 353 345

減価償却累計額 △276 △277

車両運搬具（純額） 77 67

工具器具・備品 2,156 2,066

減価償却累計額 △1,639 △1,602

工具器具・備品（純額） 517 463

土地 16,485 16,444

リース資産 62 83

減価償却累計額 △8 △21

リース資産（純額） 53 62

建設仮勘定 77 135

有形固定資産合計 26,718 25,928
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

無形固定資産 382 419

投資その他の資産

投資有価証券 9,133 10,136

関係会社株式 2,001 2,020

長期貸付金 33 33

関係会社長期貸付金 713 783

従業員に対する長期貸付金 30 12

破産更生債権等 918 66

長期前払費用 29 26

繰延税金資産 2,352 2,291

長期営業外未収入金 4,271 1,459

その他 3,252 1,808

貸倒引当金 △4,534 △1,109

投資その他の資産合計 18,200 17,531

固定資産合計 45,301 43,878

資産合計 173,601 177,760

負債の部

流動負債

支払手形 8,477 6,905

工事未払金 39,911 42,107

短期借入金 26,739 23,010

リース債務 16 22

未払費用 2,272 2,452

未払法人税等 875 1,958

未成工事受入金 11,690 11,815

兼業事業受入金 59 100

預り金 8,385 10,893

完成工事補償引当金 59 298

工事損失引当金 2,428 2,528

従業員預り金 1,676 1,702

その他 1,176 2,147

流動負債合計 103,768 105,941

固定負債

長期借入金 10,666 11,436

リース債務 43 56

再評価に係る繰延税金負債 3,444 3,428

退職給付引当金 1,888 2,296

その他 728 459

固定負債合計 16,771 17,677

負債合計 120,539 123,618
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 18,976 18,976

資本剰余金

資本準備金 4,744 4,744

その他資本剰余金 13,330 13,330

資本剰余金合計 18,074 18,074

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 14,000 14,000

繰越利益剰余金 3,133 3,739

利益剰余金合計 17,133 17,739

自己株式 △1,805 △1,807

株主資本合計 52,379 52,982

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △533 △37

繰延ヘッジ損益 △88 △87

土地再評価差額金 1,304 1,283

評価・換算差額等合計 681 1,158

純資産合計 53,061 54,141

負債純資産合計 173,601 177,760
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

完成工事高 181,169 170,177

開発事業等売上高 7,454 6,201

不動産等売上高 1,093 644

売上高合計 189,716 177,022

売上原価

完成工事原価 169,178 155,827

開発事業等売上原価 6,416 4,733

不動産等売上原価 1,277 2,930

売上原価合計 176,872 163,491

売上総利益

完成工事総利益 11,991 14,349

開発事業等総利益 1,037 1,467

不動産等総損失（△） △184 △2,285

売上総利益合計 12,844 13,531

販売費及び一般管理費

役員報酬 237 229

従業員給料手当 3,973 3,954

退職給付費用 578 673

法定福利費 623 609

福利厚生費 282 322

事務用品費 707 728

通信交通費 451 384

調査研究費 950 960

広告宣伝費 84 94

貸倒引当金繰入額 373 121

貸倒損失 20 －

交際費 126 114

寄付金 93 88

地代家賃 849 808

減価償却費 186 180

租税公課 317 319

雑費 625 591

販売費及び一般管理費合計 10,481 10,182

営業利益 2,363 3,348
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 131 123

有価証券利息 30 5

受取配当金 364 305

その他 51 37

営業外収益合計 576 471

営業外費用

支払利息 785 705

貸倒引当金繰入額 133 26

為替差損 484 282

その他 440 397

営業外費用合計 1,843 1,411

経常利益 1,097 2,409

特別利益

前期損益修正益 － 4

貸倒引当金戻入額 10 －

固定資産売却益 34 0

投資有価証券売却益 867 7

関係会社清算益 201 －

その他 9 4

特別利益合計 1,122 17

特別損失

固定資産売却損 62 4

固定資産除却損 187 115

減損損失 45 41

投資有価証券評価損 858 －

退職特別加算金 － 157

損害賠償金 234 172

その他 149 74

特別損失合計 1,537 566

税引前当期純利益 682 1,859

法人税、住民税及び事業税 360 1,415

法人税等調整額 △236 △559

法人税等合計 123 855

当期純利益 559 1,004
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,976 18,976

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,976 18,976

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 18,074 4,744

当期変動額

準備金から剰余金への振替 △13,330 －

当期変動額合計 △13,330 －

当期末残高 4,744 4,744

その他資本剰余金

前期末残高 － 13,330

当期変動額

準備金から剰余金への振替 13,330 －

当期変動額合計 13,330 －

当期末残高 13,330 13,330

資本剰余金合計

前期末残高 18,074 18,074

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,074 18,074

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 5,000 14,000

当期変動額

別途積立金の積立 9,000 －

当期変動額合計 9,000 －

当期末残高 14,000 14,000

繰越利益剰余金

前期末残高 11,728 3,133

当期変動額

剰余金の配当 － △419

別途積立金の積立 △9,000 －

当期純利益 559 1,004

土地再評価差額金の取崩 △154 21

当期変動額合計 △8,595 605

当期末残高 3,133 3,739
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 16,728 17,133

当期変動額

剰余金の配当 － △419

別途積立金の積立 － －

当期純利益 559 1,004

土地再評価差額金の取崩 △154 21

当期変動額合計 404 605

当期末残高 17,133 17,739

自己株式

前期末残高 △213 △1,805

当期変動額

自己株式の取得 △1,592 △2

当期変動額合計 △1,592 △2

当期末残高 △1,805 △1,807

株主資本合計

前期末残高 53,567 52,379

当期変動額

剰余金の配当 － △419

当期純利益 559 1,004

自己株式の取得 △1,592 △2

土地再評価差額金の取崩 △154 21

当期変動額合計 △1,187 603

当期末残高 52,379 52,982

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 835 △533

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,369 496

当期変動額合計 △1,369 496

当期末残高 △533 △37

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △128 △88

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 1

当期変動額合計 39 1

当期末残高 △88 △87

土地再評価差額金

前期末残高 1,150 1,304

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 154 △21

当期変動額合計 154 △21

当期末残高 1,304 1,283
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,857 681

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,175 476

当期変動額合計 △1,175 476

当期末残高 681 1,158

純資産合計

前期末残高 55,425 53,061

当期変動額

剰余金の配当 － △419

当期純利益 559 1,004

自己株式の取得 △1,592 △2

土地再評価差額金の取崩 △154 21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,175 476

当期変動額合計 △2,363 1,079

当期末残高 53,061 54,141
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該当事項はありません。 

平成22年２月22日公表の「代表取締役の異動及び役員異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 当事業年度の個別売上高・受注等の概況

①個別売上高 （単位：百万円）

区    分
前事業年度 当事業年度

増減 増減率（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日
 至 平成21年３月31日） 至 平成22年３月31日）

国内官公庁 78,001 ( 41.1 %) 79,912 ( 45.1 %) 1,911 2.5 %

完
土 国 内 民 間 19,285 ( 10.2 ) 16,934 ( 9.6 ) △ 2,351 △ 12.2
木 海   外 45,617 ( 24.0 ) 34,379 ( 19.4 ) △ 11,238 △ 24.6

成
計 142,905 ( 75.3 ) 131,226 ( 74.1 ) △ 11,679 △ 8.2

国内官公庁 3,056 ( 1.6 ) 10,983 ( 6.2 ) 7,927 259.4

工
建 国 内 民 間 34,781 ( 18.3 ) 27,866 ( 15.7 ) △ 6,915 △ 19.9
築 海   外 425 ( 0.3 ) 100 ( 0.1 ) △ 325 △ 76.4

事
計 38,263 ( 20.2 ) 38,950 ( 22.0 ) 686 1.8

国内官公庁 81,057 ( 42.7 ) 90,896 ( 51.3 ) 9,838 12.1

高
合 国 内 民 間 54,067 ( 28.5 ) 44,800 ( 25.3 ) △ 9,267 △ 17.1
計 海   外 46,043 ( 24.3 ) 34,480 ( 19.5 ) △ 11,563 △ 25.1

計 181,169 ( 95.5 ) 170,177 ( 96.1 ) △ 10,992 △ 6.1
開発事業等売上高 7,454 ( 3.9 ) 6,201 ( 3.5 ) △ 1,252 △ 16.8
不動産等売上高 1,093 ( 0.6 ) 644 ( 0.4 ) △ 448 △ 41.1

合 計 189,716 ( 100.0 ) 177,022 ( 100.0 ) △ 12,694 △ 6.7
（注）（   ）内のパーセント表示は、構成比率

②個別受注高 （単位：百万円）

区    分
前事業年度 当事業年度

増減 増減率（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日
 至 平成21年３月31日） 至 平成22年３月31日）

国内官公庁 60,314 ( 40.0 %) 50,670 ( 36.1 %) △ 9,644 △ 16.0 %
土 国 内 民 間 16,228 ( 10.7 ) 14,516 ( 10.4 ) △ 1,711 △ 10.5

建
木 海   外 23,099 ( 15.3 ) 32,876 ( 23.4 ) 9,777 42.3

計 99,641 ( 66.0 ) 98,063 ( 69.9 ) △1,578 △ 1.6

設
国内官公庁 18,738 ( 12.4 ) 15,017 ( 10.7 ) △ 3,720 △ 19.9

建 国 内 民 間 27,733 ( 18.4 ) 21,262 ( 15.2 ) △ 6,470 △ 23.3

事
築 海   外 0 ( 0.0 ) － ( － ) △ 0 △ 100.0

計 46,472 ( 30.8 ) 36,280 ( 25.9 ) △ 10,191 △ 21.9

業
国内官公庁 79,053 ( 52.4 ) 65,688 ( 46.8 ) △ 13,365 △ 16.9

合 国 内 民 間 43,961 ( 29.1 ) 35,779 ( 25.6 ) △ 8,182 △ 18.6
計 海   外 23,099 ( 15.3 ) 32,876 ( 23.4 ) 9,777 42.3

計 146,114 ( 96.8 ) 134,344 ( 95.8 ) △ 11,770 △ 8.1
開 発 事 業 等 4,822 ( 3.2 ) 5,939 ( 4.2 ) 1,116 23.1
合       計 150,936 ( 100.0 ) 140,283 ( 100.0 ) △ 10,653 △ 7.1

（注）（   ）内のパーセント表示は、構成比率

③個別手持高 （単位：百万円）

区    分
前事業年度 当事業年度

増減 増減率
（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

国内官公庁 67,788 ( 33.3 %) 38,545 ( 23.1 %) △ 29,242 △ 43.1 %
土 国 内 民 間 16,199 ( 8.1 ) 13,782 ( 8.2 ) △ 2,417 △ 14.9

建
木 海   外 59,620 ( 29.3 ) 58,117 ( 34.8 ) △ 1,502 △ 2.5

計 143,608 ( 70.7 ) 110,445 ( 66.1 ) △ 33,163 △ 23.1

設
国内官公庁 25,945 ( 12.8 ) 29,979 ( 17.9 ) 4,034 15.5

建 国 内 民 間 32,762 ( 16.1 ) 26,159 ( 15.6 ) △ 6,603 △ 20.2

事
築 海   外 100 ( 0.0 ) － ( － ) △ 100 △ 100.0

計 58,808 ( 28.9 ) 56,138 ( 33.5 ) △ 2,669 △ 4.5

業
国内官公庁 93,733 ( 46.1 ) 68,525 ( 41.0 ) △ 25,208 △ 26.9

合 国 内 民 間 48,962 ( 24.2 ) 39,941 ( 23.8 ) △ 9,020 △ 18.4
計 海   外 59,720 ( 29.3 ) 58,117 ( 34.8 ) △ 1,603 △ 2.7

計 202,416 ( 99.6 ) 166,583 ( 99.6 ) △ 35,832 △ 17.7
開 発 事 業 等 872 ( 0.4 ) 610 ( 0.4 ) △ 262 △ 30.0
合       計 203,289 ( 100.0 ) 167,194 ( 100.0 ) △ 36,095 △ 17.8

（注）（   ）内のパーセント表示は、構成比率
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