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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 72,979 15.7 3,373 ― 3,473 ― 2,372 ―
21年3月期 63,063 △5.0 △1,728 ― △1,767 ― △5,470 ―

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 45.06 ― 8.4 5.6 4.6
21年3月期 △103.86 ― △18.0 △2.7 △2.7

（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 58,153 29,605 50.9 562.16
21年3月期 64,953 27,016 41.6 512.99

（参考） 自己資本   22年3月期  29,605百万円 21年3月期  27,016百万円

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 4,055 △1,073 △3,023 8,621
21年3月期 △1,152 △2,141 1,189 8,521

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 ― ― ― 8.00 8.00 421 ― 1.4
22年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 421 17.8 1.5
23年3月期 

（予想）
― ― ― 8.00 8.00 60.2

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

25,000 △9.2 △900 ― △900 ― △1,000 ― △18.99

通期 66,000 4.7 1,000 △70.4 1,000 △71.2 700 △70.5 13.29
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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） 

(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 57,804,450株 21年3月期 57,804,450株
② 期末自己株式数 22年3月期  5,141,377株 21年3月期  5,140,631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 61,782 16.0 2,125 ― 2,250 ― 1,277 ―
21年3月期 53,281 △12.5 △1,988 ― △1,993 ― △5,852 ―

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 24.26 ―
21年3月期 △111.13 ―

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 53,586 28,261 52.7 536.64
21年3月期 61,175 26,752 43.7 507.99

（参考） 自己資本 22年3月期  28,261百万円 21年3月期  26,752百万円

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 
 業績予想につきましては、本資料の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
と異なる結果になる可能性があります。 

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

21,000 △3.3 △830 ― △800 ― △900 ― △17.09

通期 55,000 △11.0 800 △62.4 850 △62.2 500 △60.8 9.49
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や経済対策の効果などから持ち直しの動きがみられるも

のの、雇用の低迷やデフレ経済が続いており、景気の先行きは不透明な状況にあります。  

建設業界におきましては、景気の低迷による民間建設需要の落ち込みに加え、公共投資も年度後半に減少に転じ

るなど厳しい受注環境で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、海外事業の大型プロジェクトが完成を迎え

たこと、当期から導入された工事進行基準適用による売上高の上乗せ、連結子会社各社の売上高の増加等により前

期比15.7％増の729億７千９百万円となりました。 

利益面では、上記のとおり海外大型プロジェクトの完成、採算重視の営業活動による工事全体の利益金の底上

げ、保有機械の効率的運用による経費削減等により、売上総利益は前期比55.6％増の114億１百万円となりまし

た。    

 また、営業利益、経常利益につきましては、売上総利益が増加したことに加え、機構改革の効果で販売費及び  

一般管理費の圧縮が進んだことにより、各々33億７千３百万円（前期は17億２千８百万円の損失）、34億７千３百

万円（前期は17億６千７百万円の損失）となりました。 

当期純利益につきましては、市況の悪化による投資有価証券評価損、減損損失等の特別損失が発生しております

が、最終的に23億７千２百万円（前期は54億７千万円の損失）となりました。 

  

① 部門別の概況 

   当連結会計年度における、当社グループの受注高・売上高・次期繰越工事高は下記のとおりです。 

  

１．経営成績

事業・工種別 

受注高（単位：百万円） 売上高（単位：百万円） 
次期繰越工事高 

（単位：百万円） 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

 法面保護工事 15,799 15,232 17,433 17,163 6,567 4,671

 地すべり対策工事 8,616 8,934 8,198  10,640 4,318 2,612

 基礎・地盤改良工事 27,159 21,266 22,414  29,447 19,631  11,308

 補修・補強工事 4,248  3,673 3,850  3,122 4,363  4,914

 環境修復工事 1,517  833 1,359 657 1,285 1,461

 管きょ工事 2,258  1,454 3,031  1,529 445 374

 一般土木工事 3,634  2,204 1,874 2,791 2,900 2,313

 建築工事 3,036  6,691 1,946  3,062 1,992 5,647

 その他工事 1,967  1,892 2,461  3,882 1,942 133

 建設部門計 68,237  62,183 62,571  72,298 43,448 33,437

 商品・資材販売部門  -  -  492  680  -    -

 合  計 68,237  62,183 63,063  72,979 43,448 33,437
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    建設部門における受注高の工事種目別の状況は、下記の通りです。 

  

イ．法面関連工事（法面保護工事、地すべり対策工事） 

地方自治体発注の法面保護工事、地すべり対策工事は増加しましたが、採算重視の受注活動により法面関連 

工事全体としての受注高は前期比1.0％減の241億６千７百万円となりました。 

  

ロ．基礎・地盤改良工事 

空港、港湾等の液状化対策工事やJR関連の地盤改良工事は増加しましたが、前期に大型の海外工事を受注し

たことの反動により、全体としての受注高は前期比21.7％減の212億６千６百万円となりました。 

  

ハ．補修・補強工事 

国土交通省、地方自治体発注の落橋防止工事は増加しましたが、大型の橋脚耐震補強工事が減少したこと等

により、前期比13.5％減の36億７千３百万円となりました。 

  

ニ．環境修復工事 

地方自治体発注の環境配慮型の緑化工事は増加しましたが、民間建設需要の落ち込みにより土壌汚染対策工

事が減少したため、前期比45.1％減の８億３千３百万円となりました。  

  

ホ．管きょ工事 

  地方自治体発注の管きょ工事が減少したため、前期比35.6％減の14億５千４百万円となりました。 

  

ヘ．建築工事 

  当社における機構改革の一環として、建設事業部を本部に格上げし積極的な営業展開を行った結果、前期比

  120.4％増の66億９千１百万円となりました。  

  

    ト．一般土木・その他工事  

      前期比26.9％減の40億９千６百万円となりました。 

  

   なお、商品・資材販売部門の売上高は、６億８千万円であり、主なものは建設資材の販売等であります。 

    

② 次期の見通し 

 平成22年度の建設業界は、公共事業予算が大幅に削減されたことにより、更なる競争の激化が予想されます。民

間建設投資についても、企業業績には改善がみられるものの、先行きの不透明感から慎重な姿勢が続くと考えら

れ、厳しい経営環境のまま推移するものと思われます。  

 こうした状況のなか、各地域のグループ会社が、地元に密接に根付くという営業活動を行うことで、すそ野を拡

大し、専業土木分野におけるグループ経営体制を強化するとともに、建築事業分野、海外事業分野の充実により、

事業量の確保に努めます。 

 また、保有機械を効率的に運用し、施工体制の強化と経費を削減することにより、中長期的に必要利益の確保を

図ってまいります。 

 当社グループの次期連結売上高は660億円、営業利益は10億円、経常利益は10億円、当期純利益は７億円を見込ん

でおります。  
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

資産につきましては、前期より繰越の大型工事が完成したことによる未成工事支出金の減少、機械装置の一部減

損処理等により、総資産は前連結会計年度末より67億９千９百万円減少致しました。 

負債につきましては、短期借入金、未成工事受入金の減少が長期借入金の増加を上回ったことにより、総負債は

前連結会計年度末より93億８千８百万円減少致しました。 

純資産につきましては、当期純利益23億７千２百万円計上できたことにより利益剰余金が18億７千４百万円増加

したこと及びその他有価証券評価差額金が６億５千２百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ25億８

千８百万円増加致しました。  

② キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、40億５千５百万円の収入超過（前年同期は11億５千２百万円の支出超

過）となりました。これは主に、未成工事受入金の減少(38億８千９百万円)及び仕入債務の減少（22億５千１百万

円）による支出を、未成工事支出金の減少（44億４千３百万円）及び税金等調整前当期純利益（25億７千５百万

円）による収入が上回ったことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、10億７千３百万円の支出超過（前年同期は、21億４千１百万円の支出超

過）となりました。これは主に、保険解約による収入（３億８千４百万円）を、機械等有形固定資産の取得による

支出（７億６千２百万円）及び無形固定資産の取得による支出（２億３千１百万円）が上回ったことによるもので

あります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、30億２千３百万円の支出超過（前年同期は11億８千９百万円の収入超

過）となりました。これは主に、有利子負債の減少（25億8千3百万円）及び配当金の支払額（４億１千９百万円）

によるものであります。  

以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比１億円増加し、86億２千１百

万円となりました。 

   

 (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 

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／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。 

※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使用しております。 

※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。 

  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支払額を使用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  剰余金の配当につきましては、安定的な配当の維持を基本とするとともに、将来に向けた新技術の開発、新規事業

の展開などに内部留保金を活用し、収益力の向上、経営基盤の強化に努めることを基本方針としております。 

  当期の配当につきましては、期初予想どおり１株当り８円を予定しております。 

 次期の配当につきましては、厳しい経営環境が続くものと思われますが、安定的な配当の維持という基本方針をふ

まえ、１株当り８円を予定しております。 

  

  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 ％ 52.8 ％ 50.8 ％ 41.6 ％ 50.9

時価ベースの自己資本比率 ％ 30.0 ％ 18.8 ％ 16.5 ％ 20.0

債務償還年数 年 5.5 年 0.6 年 － 年 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍 5.1 倍 145.3 倍 － 倍 97.4
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 2. 企業集団の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) (株)西日本リアライズは、平成２１年６月２日付けで(株)九州リアライズから社名変更しております。 

(注) (株)今井建設は、平成２１年１１月１日付けで当社との資本関係を解消しております。 

(注) RAITO SINGAPORE PTE. LTD.は平成 22 年 2 月 25 日開催の当社取締役会において、解散するこ

とを決議しております。 

    

     

得  意  先 

建設事業 

連結子会社 
(株)小野良組 
(株)シーイー・クリエート 
(株)西日本リアライズ 
(株)東北リアライズ 
(株)みちのくリアライズ 
(株)北海道リアライズ 
RAITO,INC. 
RAITO SINGAPORE PTE. LTD. 
 
非連結子会社 
(株)福島シビル 
(株)丸喜建設 
(株)山口リアライズ 

その他 

連結子会社 

(建設資材販売、車両・事務用機器・建設機械等のリース業・労働者派遣業) 

(株)アウラ・ルガール 

非連結子会社 

(損害・生命保険代理店業) 

(株)エド・エンタープライズ 

その他 

連結子会社 

(介護サービス業) 

(株)やさしい手らいと 

                   

非連結子会社 

(高齢者専用賃貸住宅の運営 

および介護サービス事業）  

(株)らいとケア 

 

建設事業 
 

当  社 

(矢印は工事、販売、サービス業務等の流れ) 

ライト工業株式会社 （1926） 平成22年３月期　決算短信

- 6 -



(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、特殊土木技術を中心として、「国土保全」・「生活基盤」・「環境」の事業領域において常に新

しい価値を創造し、社会に貢献するとともに、顧客、株主、社員をはじめ関係するすべての人々との繁栄を図ること

を経営の基本方針としております。   

  

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループ全体で事業量を確保するとともに収益力の向上を図るため、以下の課題を実施してまいります。  

① 安全衛生管理の徹底 

  重大災害の絶滅を目指して更なる安全衛生管理の徹底を図り、顧客信頼度を高めることにより企業価値の 

  向上に努めてまいります。 

② 専業土木事業分野におけるグループ経営体制の強化 

      営業体制の強化と更なるコストダウンを徹底し、経営基盤を固めるとともに、各地域グループ会社の地元密 

      着型の営業活動により、グループ経営体制の強化と事業量の確保に努めてまいります。 

     ③ 建築事業分野・海外事業分野での事業規模の拡大 

  建築事業分野では十分なリスク管理を念頭におきながらも、積極的な新規顧客の開拓による事業の拡大を 

   図り、海外事業分野においては海外各地の市場調査、リスク調査を充実させ、事業規模の拡大を目指すため

          の基盤づくりを行なうことで事業量の確保を図ってまいります。 

    ④ 財務基盤の強化 

  採算重視の営業活動を徹底することにより収益力を強化するとともに、工事金の回収率を高めてキャッシュ

  フローの確保に努め、また、機械資産の効率的投資と遊休不動産の圧縮により資産効率を向上させ、逆風に

  負けない財務基盤作りに努めてまいります。  

  

  

３．経営方針
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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 8,622 8,721

受取手形・完成工事未収入金等 ※2  19,271 ※2  18,587

未成工事支出金 15,256 ※6  10,840

商品及び製品 6 7

仕掛品 28 23

材料貯蔵品 141 198

その他のたな卸資産 143 －

未収入金 787 524

その他 1,138 574

貸倒引当金 △261 △298

流動資産合計 45,134 39,180

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※5  8,643 ※5  8,865

減価償却累計額 △5,970 △6,137

建物・構築物（純額） 2,673 2,727

機械、運搬具及び工具器具備品 23,066 23,117

減価償却累計額 △20,587 △21,309

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 2,478 1,807

土地 ※3, ※5  9,337 ※3, ※5  9,287

リース資産 84 238

減価償却累計額 △9 △29

リース資産（純額） 74 208

建設仮勘定 11 0

有形固定資産計 14,575 14,032

無形固定資産   

その他 388 394

無形固定資産計 388 394

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,717 ※1  2,896

長期前払費用 733 519

破産更生債権等 744 680

その他 1,520 1,247

貸倒引当金 △861 △796

投資その他の資産計 4,854 4,546

固定資産合計 19,818 18,973

資産合計 64,953 58,153
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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 17,292 15,066

短期借入金 ※4  4,818 100

1年内返済予定の長期借入金 － ※4, ※5  416

未払法人税等 184 236

未成工事受入金 10,244 6,366

完成工事補償引当金 39 119

工事損失引当金 590 ※6  346

未払費用 1,556 1,183

その他 894 942

流動負債合計 35,621 24,777

固定負債   

長期借入金 － ※4, ※5  1,722

再評価に係る繰延税金負債 1,393 1,393

退職給付引当金 180 230

債務保証損失引当金 ※5  137 16

長期未払金 488 198

繰延税金負債 8 8

負ののれん 10 3

その他 95 197

固定負債合計 2,315 3,770

負債合計 37,937 28,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 17,719 19,593

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 28,498 30,373

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △567 84

土地再評価差額金 ※3  △964 ※3  △880

為替換算調整勘定 49 27

評価・換算差額等合計 △1,482 △768

純資産合計 27,016 29,605

負債純資産合計 64,953 58,153

ライト工業株式会社 （1926） 平成22年３月期　決算短信

- 9 -



（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   

完成工事高 62,571 72,298

兼業事業売上高 492 680

売上高合計 63,063 72,979

売上原価   

完成工事原価 55,347 ※1  60,979

兼業事業売上原価 388 597

売上原価合計 55,736 61,577

売上総利益   

完成工事総利益 7,223 11,318

兼業事業総利益 103 83

売上総利益合計 7,327 11,401

販売費及び一般管理費 ※2  9,056 ※2  8,028

営業利益又は営業損失（△） △1,728 3,373

営業外収益   

受取利息 14 16

受取配当金 45 65

受取ロイヤリティー 17 22

保険解約返戻金 － 88

固定資産賃貸料 48 45

負ののれん償却額 7 7

その他 63 90

営業外収益合計 197 336

営業外費用   

支払利息 35 41

手形売却損 1 3

支払手数料 23 22

支払保証料 11 10

為替差損 55 87

和解金 53 －

その他 55 70

営業外費用合計 236 236

経常利益又は経常損失（△） △1,767 3,473

ライト工業株式会社 （1926） 平成22年３月期　決算短信

- 10 -



（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) 

特別利益   

前期損益修正益 ※6  10 ※6  7

固定資産売却益 ※3  5 ※3  7

投資有価証券売却益 － 9

貸倒引当金戻入額 9 5

債務保証損失引当金戻入額 － 10

その他 1 5

特別利益合計 27 45

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  256 ※4  39

事業撤退損 － 125

会員権評価損 9 0

退職特別加算金 503 111

投資有価証券売却損 － 79

投資有価証券評価損 588 379

減損損失 ※5  583 ※5  185

その他 213 21

特別損失合計 2,156 942

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△3,895 2,575

法人税、住民税及び事業税 202 204

法人税等調整額 1,371 △0

法人税等合計 1,574 203

当期純利益又は当期純損失（△） △5,470 2,372
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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 6,119 6,119

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,119 6,119

資本剰余金   

前期末残高 6,358 6,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,358 6,358

利益剰余金   

前期末残高 23,785 17,719

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,470 2,372

連結範囲の変動 △86 7

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

当期変動額合計 △6,066 1,874

当期末残高 17,719 19,593

自己株式   

前期末残高 △1,697 △1,698

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,698 △1,698

株主資本合計   

前期末残高 34,566 28,498

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,470 2,372

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 △86 7

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

当期変動額合計 △6,067 1,874

当期末残高 28,498 30,373
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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 104 △567

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △672 652

当期変動額合計 △672 652

当期末残高 △567 84

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,053 △964

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 84

当期変動額合計 88 84

当期末残高 △964 △880

為替換算調整勘定   

前期末残高 59 49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △22

当期変動額合計 △9 △22

当期末残高 49 27

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △889 △1,482

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △593 714

当期変動額合計 △593 714

当期末残高 △1,482 △768

純資産合計   

前期末残高 33,676 27,016

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,470 2,372

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 △86 7

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △593 714

当期変動額合計 △6,660 2,588

当期末残高 27,016 29,605
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△3,895 2,575

減価償却費 1,355 1,289

負ののれん償却額 △7 △7

減損損失 583 185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 232 △27

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △23 79

工事損失引当金の増減額（△は減少） 543 △244

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 49

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △1 △120

受取利息及び受取配当金 △60 △82

支払利息 35 41

手形売却損 1 3

投資有価証券売却損益（△は益） － 70

投資有価証券評価損益（△は益） 588 379

会員権評価損 9 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,989 898

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,789 4,443

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 88

仕入債務の増減額（△は減少） 343 △2,251

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,654 △3,889

その他 △502 709

小計 △1,028 4,192

利息及び配当金の受取額 60 82

利息の支払額 △35 △41

手形売却に伴う支払額 △1 △3

法人税等の支払額 △147 △174

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,152 4,055

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 △861 △762

有形固定資産の売却による収入 24 43

無形固定資産の取得による支出 △397 △231

投資有価証券の取得による支出 △758 △242

投資有価証券の売却による収入 5 60

定期預金の預入による支出 △400 －

定期預金の払戻による収入 600 －

子会社株式の取得による支出 － △200

子会社株式の売却による収入 － 101

保険積立金の積立による支出 － △199

保険積立金の解約による収入 － 384

その他 △352 △27
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,141 △1,073

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） 1,623 △4,721

配当金の支払額 △424 △419

長期借入れによる収入 － 2,250

長期借入金の返済による支出 － △112

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9 △20

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,189 △3,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,109 △21

現金及び現金同等物の期首残高 10,485 ※1  8,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

144 121

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  8,521 ※1  8,621
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
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 連結子会社数   ９社 

 主要な連結子会社名は、「２ 企業集団

の状況」に記載のとおりであります。 

（注）RAITO SINGAPORE PTE. LTD、㈱やさ

しい手らいとにつきましては、重要

性が増したため、当連結会計年度よ

り連結子会社といたしました。 

連結子会社数   10社 

 主要な連結子会社名は、「２ 企業集団

の状況」に記載のとおりであります。 

（注）㈱北海道リアライズにつきまして

は、重要性が増したため、当連結会

計年度より連結子会社といたしまし

た。 

  非連結子会社名 

㈱北海道リアライズ 

㈱福島シビル 

㈱今井建設 

㈱丸喜建設 

㈱エド・エンタープライズ 

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おりません。 

非連結子会社名 

㈱福島シビル 

㈱丸喜建設 

㈱エド・エンタープライズ 

㈱山口リアライズ 

㈱らいとケア  

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おりません。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

名 

㈱北海道リアライズ 

㈱福島シビル 

㈱今井建設 

㈱丸喜建設 

㈱エド・エンタープライズ 

新三平建設㈱ 

 上記の持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、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

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。 

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

名 

㈱福島シビル 

㈱丸喜建設 

㈱エド・エンタープライズ 

㈱山口リアライズ 

㈱らいとケア  

新三平建設㈱ 等 

 上記の持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、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

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。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は連結財務諸表提

出会社と同一であります。 

同左 
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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） 

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 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）  

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 

①未成工事支出金 

個別法による原価法 

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

  ②商品及び製品、仕掛品、材料貯蔵品 

 その他のたな卸資産  

 先入先出法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法） 

(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日公表分）を適用

しております。なお、これによる損益へ

の影響はありません。  

②商品及び製品、仕掛品、材料貯蔵品 

  

同左 

  

────── 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は主として定率

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

採用しております。 

 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。 

 在外連結子会社は主として見積耐用年数

に基づく定額法によっております。 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 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 

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。  

同左 
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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 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に

備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  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、当期の完成工事高に対する将来の見

積補償額に基づいて計上しております。 

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

に見積もることが出来る工事について損失

見込額を計上しております。 

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おります。

 数理計算上の差異は、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翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

 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（13

年）による定額法により費用処理すること

としております。 

 また、国内連結子会社のうち１社は簡便

法により当連結会計年度末要支給額の

100％を計上しております。 

（追加情報）  

 従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い

数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用

処理年数の見直しを行った結果、当連結会

計年度より15年から13年に短縮しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。 

────── 

退職給付引当金 

 同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 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。 

 なお、これによる損益及び退職給付債務

に与える影響はありません。  

  債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、保証

先の財政状態等を勘案し、負担損失見込額

を計上しております。 

債務保証損失引当金 

同左 
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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） 

(4）完成工事高の計上基準  国内会社は工事完成基準、在外会社は工

事進行基準によっております。 

────── 

(5）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（工事の進捗の見積もりは原価比例

法）を、その他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

 なお、工事進行基準による完成工事高

は2,407百万円であります。  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度に着手した工

事契約から適用しております。 

 これにより、完成工事高は2,407百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ286百万円

増加しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、該当

箇所に記載しております。 
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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） 

(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 

 消費税等に相当する額の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

  （会計方針の変更）  

連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表

作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務対応報告第18

号 平成18年５月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益へ与える影響はありま

せん。 

 ────── 

  

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 

 負ののれんの償却については、その個別

案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年

数で均等償却しております。ただし、金額

が僅少なものについては、発生時一括償却

をしております。 

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からな

っております。 

同左 
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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

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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。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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（費用計上区分の変更） 

 従来、当社においては、支店における工事統括部門の

費用について、支出度合いに応じて完成工事原価と未成

工事支出金に按分して工事原価に配賦しておりました

が、当連結会計年度より、その発生費用の全額を販売費

および一般管理費で処理する方法に変更いたしました。 

 この変更は、工事部門の組織体系の変更に伴い、工事

統括部門の役割が、直接的な現場指導から工事の全体的

な管理機能へと移行しており、販売費及び一般管理費で

処理することが適正であると判断したためであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、当連

結会計年度末の売上総利益は1,064百万円増加し、営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ190

百万円増加しております。 

なお、セグメントに与える影響は該当箇所に記載してお

ります。  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 
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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） 

（連結貸借対照表関係） 

 「商品及び製品」、「仕掛品」及び「材料貯蔵品」は、

前連結会計年度まで、流動資産の「その他たな卸資産」に

含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において、

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令（平成20年8月7日 内閣府令第50号）

の適用に伴い、たな卸資産の表示区分を変更したため、区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他たな卸資産」に含まれ

ている 「商品及び製品」、「仕掛品」及び「材料貯蔵

品」は、40百万円、28百万円及び175百万円となっており

ます。 

 「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「未収入金」は103百万円とな

っております。 

 「長期前払費用」は、前連結会計年度まで、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、重要性が増したため区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度の「長期前払費用」は258百万円

となっております。 

 「破産更生債権等」は、前連結会計年度まで、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「破産更生債権等」は521百万

円となっております。  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の

売却による収入」は前連結会計年度は「有形及び無形固定

資産の売却による収入」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度より、重要性が増したため区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度の「有形及び無形固定資産の売却

による収入」に含まれている「有形固定資産の売却による

収入は79百万円となっております。 

  投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の

取得による支出」は前連結会計年度は「有形及び無形固定

資産の取得による支出」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度より、重要性が増したため区分掲記してお

ります。 

 なお、前連結会計年度の「有形及び無形固定資産の取得

による支出」に含まれている「無形固定資産の取得による

支出」は△21百万円となっております。 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 
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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 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。 

※１ 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）    363百万円 投資有価証券（株式）     百万円383

※２ 受取手形割引高 812百万円

受取手形裏書譲渡高 79百万円

※２ 受取手形割引高 百万円702

受取手形裏書譲渡高 百万円80

    

※３ 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）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、評価差額については、

当該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、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。 

※３ 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）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、評価差額については、

当該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、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。 

・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３号、第４号及

び第５号に定める方法により算出

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３号、第４号及

び第５号に定める方法により算出

しております。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

     △1,764百万円

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

      百万円△1,857

※４ 当社グループは、運転資金の効率的な運用を行うた

め、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

※４ 当社グループは、運転資金の効率的な運用を行うた

め、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額 
7,501百万円

借入実行残高 4,718百万円

差引額 2,783百万円

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額 
百万円9,367

借入実行残高 百万円1,900

差引額 百万円7,467

※５ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。

※５ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物  2百万円

土地   12百万円

合計   15百万円

建物   百万円332

土地    百万円336

合計    百万円668

担保付債務は以下のとおりであります。 担保付債務は以下のとおりであります。 

債務保証損失引当金   15百万円 1年内返済予定の長期借入金 百万円16

長期借入金  百万円222

合計 百万円238

────── ※６ 損失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346百

万円であります。 
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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） 

────── ※１ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は  

346百万円であります。 

※２ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

※２ 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   4,403百万円

退職給付費用 247 

貸倒引当金繰入額 404 

従業員給料手当    百万円3,892

退職給付費用  448

貸倒引当金繰入額  35

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、249百万円であります。 

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、 百万円であります。 180

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置  3百万円

その他  1 

計  5

機械装置   百万円7

その他    0

計  7

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

  
固定資産売
却損 

固定資産除
却損 

計 

建物  －  36  36百万円

機械装置  47  108  155 

土地  3  －  3

工具器具  1  20  22

備品  10  0  10

その他  －  28  28

計  61  194  256   

  
固定資産売
却損 

固定資産除
却損 

計 

建物  －  1   百万円1

機械装置  0  8    8

土地  20  －  20

工具器具  －  5  5

備品  －  2  2

計  20  18  39
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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 減損損失 

(1)当社グループは、遊休資産に係る市場価格の著

しい低下及び事業用資産に係る収益性の著しい低

下に対し、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（583百万円）として特別損

失に計上いたしました。  

なお、該当資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、不動産鑑定評価基準及び売却

予定価額を基礎とした指標により評価しておりま

す。 

（2）主な資産のグルーピング方法 

グルーピング方法は、事業用資産は各収益管理単

位毎に、遊休資産は個別の物件ごとに行っており

ます。  

場所 用途 種類 減損損失 

宮城県仙台市 

事業用資産 建物 93百万円

事業用資産 構築物 48百万円

事業用資産 土地 230百万円

広島県呉市 遊休資産 土地 8百万円

静岡県熱海市 

遊休資産 建物 30百万円

遊休資産 構築物 0百万円

遊休資産 土地 31百万円

岩手県岩手郡 

遊休資産 建物 94百万円

遊休資産 構築物 0百万円

遊休資産 土地 9百万円

埼玉県三郷市 遊休資産 土地 21百万円

宮城県仙台市 遊休資産 土地 15百万円

 ※５ 減損損失 

(1)当社グループは、遊休資産に係る市場価格の著

しい低下及び事業用資産に係る収益性の著しい低

下に対し、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（ 百万円）として特別損

失に計上いたしました。  

なお、該当資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、土地については固定資産評価

額等、機械、工具器具及びソフトウェアについて

は処分見込価額に基づき評価しております。 

（2）主な資産のグルーピング方法 

グルーピング方法は、事業用資産は各収益管理単

位毎に、遊休資産は個別の物件ごとに行っており

ます。  

185

場所 用途 種類 減損損失 

栃木県下野市
事業用資産 機械 百万円99

事業用資産 工具器具 百万円3

その他 遊休資産 土地 百万円5

その他 事業用資産 ソフトウェア 百万円76

※６ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 ※６ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 

過年度経費戻入益  10百万円 過年度経費戻入益   百万円7
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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 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  57,804,450  －  －  57,804,450

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  5,137,563  3,068  －  5,140,631

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20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  421  8.0 平成20年３月31日 平成20年６月27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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  421  8.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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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 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

  

  

  

  

決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。  

  

  

 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。 

  

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  57,804,450  －  －  57,804,450

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  5,140,631  746  －  5,141,377

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  421  8.0 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  421  8.0 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 

※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 

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

現金預金勘定   8,622百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

  △100百万円

 

現金及び現金同等物  8,521百万円

現金預金勘定    百万円8,721

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

   百万円

 

△100

現金及び現金同等物   百万円8,621

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

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）  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容  

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  

  

５ 減損処理を行った有価証券  

 減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％

～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。 

 なお、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損588百万円を計上してお

ります。 

（有価証券関係）

  種類 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） 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

(1）株式 348 430 82 

(2）その他 604 604 － 

小計 953 1,035 82 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

(1）株式 1,405 929  △475

(2）その他  485  310  △174

小計 1,890 1,240  △650

合計 2,843 2,275  △567

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） 

 5  －  － 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

  非上場株式 78 

  １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

1.債券         

（1）国債・地方債 － － － －

（2）社債 － － － －

（3）その他 － － 287 200

合計 － － 287 200
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１ 満期保有目的の債券 

２ その他有価証券 

 注）非上場株式（連結貸借対照表計上額87百万円）については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

４ 減損処理を行った有価証券  

 減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％

～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。 

 なお、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損379百万円を計上してお

ります。 

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照
表計上額を超えるも
の 

 国債・地方債等 151 151 0 

時価が連結貸借対照
表計上額を超えない
もの 

 国債・地方債等 － － － 

合計 151 151 0 

  種類 
連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

取得原価（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

(1）株式 928 856 72 

(2）その他 720 553 166 

小計 1,648 1,409 238 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

(1）株式 486 595  △108

(2）その他  154  200  △45

小計 641 795  △153

合計 2,289 2,204  84

種類 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） 

株式  263  9  79
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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、該当事項はありません。 

  

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、該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）
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（退職給付関係）

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 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職

金を支払う場合があります。 

なお、提出会社において退職給付信託を設定しており

ます。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職

金を支払う場合があります。 

なお、提出会社において退職給付信託を設定しており

ます。 

２ 退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） ２ 退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日） 

退職給付債務 △10,467百万円

年金資産 6,331  

退職給付信託 1,380  

小計 △2,756  

未認識数理計算上の差異 3,647  

未認識過去勤務債務 △841  

連結貸借対照表計上額純額 49  

前払年金費用 230  

退職給付引当金 △180  

退職給付債務 △10,042百万円

年金資産 6,485  

退職給付信託 1,319  

小計 △2,237  

未認識数理計算上の差異 2,751  

未認識過去勤務債務 △745  

連結貸借対照表計上額純額 △230  

前払年金費用 －  

退職給付引当金 △230  

（注） 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算

定にあたり簡便法を採用しております。 

（注） 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算

定にあたり簡便法を採用しております。 

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）

３ 退職給付費用に関する事項 

（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

勤務費用 427百万円

利息費用 226  

期待運用収益 △337  

過去勤務債務の費用処理額 △95  

数理計算上の差異の費用処理額 208  

退職給付費用 428  

勤務費用 397百万円

利息費用 208  

期待運用収益 △126  

過去勤務債務の費用処理額 △95  

数理計算上の差異の費用処理額 410  

退職給付費用 794  

（注） 上記退職給付以外に、割増退職金503百万円

を支払っており、特別損失として計上してお

ります。 

（注） 上記退職給付以外に、割増退職金 百万円

を支払っており、特別損失として計上してお

ります。 

111

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   4.0％ 

数理計算上の差

異の処理年数 

13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

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。） 

過去勤務債務の

額の処理年数 

13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

よる定額法により費用処理する

こととしております。） 

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  2.0％ 

数理計算上の差

異の処理年数 

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

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。） 

13

過去勤務債務の

額の処理年数 

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

よる定額法により費用処理する

こととしております。） 

13
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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、開示を省略しております。 

  

  

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） 

 （注）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ております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

商品・資材販売等事業：建設資材の販売、車両・建設機械のリース、環境関連機器の販売及び 

           介護サービス業等に関する事業 

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、当連結会計年度は13,223百万円でありその主な

ものは、余資運用資産（現金預金）、長期投資資産（投資有価証券）、繰延税金資産であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５ 会計処理基準に関する事項の変更 

   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、従来支

店における工事統括部門の費用について、支出度合いに応じて完成工事原価と未成工事支出金に按分して工

事原価に配賦していたものを、その発生費用の全額を販売費および一般管理費で処理する方法に変更いたし

ました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失は、建設事業で

190百万円増加しております。  

  

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建設事業 
（百万円） 

商品・資材販
売等事業 
（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                              

(1）外部顧客に対する売上高  62,571  492  63,063  －  63,063

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 94  1,014  1,108 (1,108)   －

計  62,665  1,507  64,172 (1,108)   63,063

営業費用  64,421  1,479  65,900 (1,108)   64,792

営業利益（または営業損失）     (1,755)  28     (1,727) (0)      (1,728) 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                             

資産  52,747  1,043  53,791  11,161  64,953

減価償却費  1,343  13  1,356 (0)   1,355

減損損失 562  21  583 －   583

資本的支出  1,363  14  1,377 (4)  1,372
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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） 

 （注）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ております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

商品・資材販売等事業：建設資材の販売、車両・建設機械のリース、環境関連機器の販売及び 

           介護サービス業等に関する事業 

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、当連結会計年度は13,602百万円でありその主な

ものは、余資運用資産（現金預金）、長期投資資産（投資有価証券）、繰延税金資産であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５ 会計処理基準に関する事項の変更 

  当連結会計年度より、「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、当連

結会計年度に着手した工事契約から適用しております。これにより、建設事業における売上高は2,407百万

円増加し、建設事業における営業利益は286百万円増加しております。 

  

  
建設事業 
（百万円） 

商品・資材販
売等事業 
（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                              

(1）外部顧客に対する売上高  72,298  680  72,979  －  72,979

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 296  925  1,221 (1,221)   －

計  72,594  1,606  74,200 (1,221)   72,979

営業費用  69,308  1,598  70,906 (1,301)   69,605

営業利益      3,285  7      3,293  79  3,373

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                             

資産  45,161  1,559  46,720  11,433  58,153

減価償却費  1,273  15  1,288 0   1,289

減損損失    185  －  －  －  185

資本的支出  779  296  1,075 (61)  1,014
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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） 

 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額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……米国 

東南アジア……シンガポール 

３．会計処理基準に関する事項の変更  当連結会計年度より、「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、当連結会計年度に着手した工事契約から適用しております。これにより、日

本における売上高は2,407百万円増加し、日本における営業利益は286百万円増加しております。  

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、海

外売上高の記載を省略しております。 

  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……米国 

(2）東南アジア……シンガポール 

(3）アフリカ……アンゴラ 

(4）東アジア……台湾 

３．海外売上高は、当社及び連結子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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
東南アジア 
（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 
 69,188  3,691  98  72,979  －  72,979

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  33  －  33 (33)  －

計  69,188  3,725  98  73,012 （33)  72,979

営業費用  66,672  2,867  96  69,636 (31)  69,605

営業利益  2,515  858 2  3,376 (2)  3,373

Ⅱ 資産  43,724 964 2   44,691  13,462   58,153

ｃ．海外売上高

   北米 東南アジア アフリカ  東アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,691 98  5,756 248  9,795

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  72,979

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
5.1 0.1 7.9 0.3 13.4 
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）
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 （注）１ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２ １株当たり純資産の算定上の基礎は、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）

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       512.99円        円 562.16

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失（△） 
△103.86  45.06

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、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

同左 

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 

または当期損失（△）（百万円） 
 △5,470  2,372

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または  

当期純損失（△） 

（百万円） 

 △5,470  2,372

普通株式の期中平均株式数（株）  52,665,197  52,663,377

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） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計金額

（百万円） 
 27,016  29,605

普通株式に係る純資産額（百万円）  27,016  29,605

普通株式の発行済株式数（株）  57,804,450  57,804,450

普通株式の自己株式数（株）  5,140,631  5,141,377

１株当たりの純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 
 52,663,819  52,663,073

（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：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 6,924 6,059

受取手形 2,631 2,194

完成工事未収入金 14,286 14,342

未成工事支出金 14,442 10,312

材料貯蔵品 91 96

仕掛品 28 23

その他のたな卸資産 143 －

未収入金 773 535

前払費用 101 113

立替金 171 110

その他 834 278

貸倒引当金 △227 △248

流動資産合計 40,200 33,817

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,232 6,235

減価償却累計額 △4,197 △4,330

建物（純額） 2,034 1,905

構築物 1,950 1,951

減価償却累計額 △1,699 △1,721

構築物（純額） 250 230

機械及び装置 18,036 18,019

減価償却累計額 △16,408 △16,903

機械及び装置（純額） 1,627 1,115

車両運搬具 218 216

減価償却累計額 △209 △211

車両運搬具（純額） 8 5

工具器具・備品 3,273 3,300

減価償却累計額 △2,960 △3,110

工具器具・備品（純額） 312 189

土地 8,834 8,828

リース資産 88 231

減価償却累計額 △9 △28

リース資産（純額） 78 202

建設仮勘定 0 0

有形固定資産計 13,147 12,478

無形固定資産   

ソフトウエア 112 183

その他 274 210

無形固定資産計 387 393

投資その他の資産   

投資有価証券 2,350 2,512

関係会社株式 2,227 2,346
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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) 

従業員に対する長期貸付金 1 1

関係会社長期貸付金 1,002 583

破産債権、更生債権等 732 674

長期前払費用 725 513

長期預金 300 300

その他 953 865

貸倒引当金 △853 △900

投資その他の資産計 7,440 6,897

固定資産合計 20,974 19,769

資産合計 61,175 53,586

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,442 4,037

工事未払金 10,252 9,556

短期借入金 4,500 －

1年内返済予定の長期借入金 － 400

未払金 158 216

未払費用 1,459 990

未払法人税等 146 168

未成工事受入金 9,404 5,797

預り金 76 59

完成工事補償引当金 36 116

工事損失引当金 567 334

債務保証損失引当金 93 －

設備関係支払手形 128 65

リース債務 15 43

その他 420 391

流動負債合計 32,703 22,176

固定負債   

長期借入金 － 1,500

再評価に係る繰延税金負債 1,393 1,393

退職給付引当金 － 71

長期未払金 249 12

繰延税金負債 8 8

リース債務 63 159

その他 3 3

固定負債合計 1,719 3,148

負債合計 34,422 25,325
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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 6,119 6,119

資本剰余金   

資本準備金 6,358 6,358

資本剰余金合計 6,358 6,358

利益剰余金   

利益準備金 1,221 1,221

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 42 40

別途積立金 21,758 15,258

繰越利益剰余金 △5,516 1,757

利益剰余金合計 17,505 18,277

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 28,285 29,056

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △567 84

土地再評価差額金 △964 △880

評価・換算差額等合計 △1,532 △795

純資産合計 26,752 28,261

負債純資産合計 61,175 53,586
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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 53,281 61,782

売上高合計 53,281 61,782

売上原価   

完成工事原価 47,093 52,790

売上原価合計 47,093 52,790

売上総利益   

完成工事総利益 6,187 8,992

売上総利益合計 6,187 8,992

販売費及び一般管理費   

役員報酬 249 172

従業員給料手当 3,966 3,304

退職給付費用 239 447

法定福利費 584 484

福利厚生費 120 108

修繕維持費 36 35

事務用品費 227 215

通信交通費 643 545

動力用水光熱費 86 74

研究開発費 249 180

広告宣伝費 23 22

貸倒引当金繰入額 402 35

交際費 63 59

寄付金 5 3

地代家賃 349 250

減価償却費 154 159

租税公課 140 156

保険料 30 25

雑費 603 585

販売費及び一般管理費合計 8,175 6,867

営業利益又は営業損失（△） △1,988 2,125

営業外収益   

受取利息 26 32

受取配当金 45 65

保険解約返戻金 － 88

受取ロイヤリティー 17 22

固定資産賃貸料 46 43

雑収入 51 77

営業外収益合計 187 329
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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) 

営業外費用   

支払利息 23 32

支払手数料 23 22

手形売却損 1 3

支払保証料 11 10

為替差損 50 92

和解金 53 －

雑支出 29 42

営業外費用合計 192 204

経常利益又は経常損失（△） △1,993 2,250

特別利益   

固定資産売却益 3 6

投資有価証券売却益 － 9

前期損益修正益 6 －

特別利益合計 10 15

特別損失   

会員権評価損 9 0

固定資産除売却損 256 11

事業撤退損 － 125

退職特別加算金 503 111

関係会社株式評価損 235 －

投資有価証券売却損 － 79

投資有価証券評価損 588 379

貸倒引当金繰入額 － 13

減損損失 547 185

その他 207 3

特別損失合計 2,348 910

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,332 1,355

法人税、住民税及び事業税 143 79

法人税等調整額 1,376 △0

法人税等合計 1,520 78

当期純利益又は当期純損失（△） △5,852 1,277
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 （注） 原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

  

完成工事原価報告書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

材料費    15,381 32.7  14,685  27.8

労務費    378 0.8  686  1.3

（うち労務外注費）      （－）  （－）    （ ） － （ ） －

外注費    17,402 36.9  22,005  41.7

経費    13,931 29.6  15,413  29.2

（うち人件費）    (3,490)  （7.4）  (4,134) （ ） 7.8

計    47,093 100.0  52,790  100.0
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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 6,119 6,119

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,119 6,119

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,358 6,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,358 6,358

資本剰余金合計   

前期末残高 6,358 6,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,358 6,358

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,221 1,221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,221 1,221

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 44 42

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 42 40

別途積立金   

前期末残高 21,758 21,758

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △6,500

当期変動額合計 － △6,500

当期末残高 21,758 15,258

繰越利益剰余金   

前期末残高 843 △5,516

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421
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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) 

当期純利益又は当期純損失（△） △5,852 1,277

別途積立金の取崩 － 6,500

圧縮記帳積立金の取崩 2 2

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

当期変動額合計 △6,360 7,273

当期末残高 △5,516 1,757

利益剰余金合計   

前期末残高 23,867 17,505

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,852 1,277

別途積立金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

当期変動額合計 △6,362 771

当期末残高 17,505 18,277

自己株式   

前期末残高 △1,697 △1,698

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,698 △1,698

株主資本合計   

前期末残高 34,647 28,285

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,852 1,277

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △6,362 771

当期末残高 28,285 29,056

ライト工業株式会社 （1926） 平成22年３月期　決算短信

- 44 -



（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   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 104 △567

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △672 652

当期変動額合計 △672 652

当期末残高 △567 84

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,053 △964

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 84

当期変動額合計 88 84

当期末残高 △964 △880

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △948 △1,532

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △583 736

当期変動額合計 △583 736

当期末残高 △1,532 △795

純資産合計   

前期末残高 33,699 26,752

当期変動額   

剰余金の配当 △421 △421

当期純利益又は当期純損失（△） △5,852 1,277

土地再評価差額金の取崩 △88 △84

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △583 736

当期変動額合計 △6,946 1,508

当期末残高 26,752 28,261
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該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記
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