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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 206,393 19.4 1,039 7.1 1,046 17.7 447 ―
20年3月期 172,859 2.7 971 887.8 889 412.0 △3,463 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 6.23 ― 1.3 0.5 0.5
20年3月期 △48.17 ― △7.6 0.4 0.6

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 202,560 29,549 14.6 411.00
20年3月期 226,678 37,927 16.7 527.51

（参考） 自己資本   21年3月期  29,549百万円 20年3月期  37,927百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △4,697 2,003 1,948 28,474
20年3月期 △1,302 △175 △4,228 29,178

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 359 ― 0.8
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 359 80.3 1.1
22年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 35.9

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

78,500 45.4 △850 ― △1,000 ― △1,050 ― △14.60

通期 190,200 △7.8 1,500 44.3 1,200 14.7 1,000 123.3 13.91



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） 

詳細は18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 73,531,406株 20年3月期 73,531,406株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,636,367株 20年3月期  1,632,729株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 206,185 19.4 946 9.5 925 26.5 377 ―
20年3月期 172,637 2.7 863 ― 732 ― △3,557 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 5.24 ―
20年3月期 △49.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 200,916 28,111 14.0 391.01
20年3月期 225,058 36,531 16.2 508.09

（参考） 自己資本 21年3月期  28,111百万円 20年3月期  36,531百万円

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

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

78,400 ― △900 ― △1,050 ― △1,100 ― △15.30

通期 190,000 △7.9 1,400 48.0 1,100 18.8 900 138.7 12.52







��







４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 29,178 28,474

受取手形・完成工事未収入金等 46,665 61,876

未成工事支出金 79,693 55,241

販売用不動産 263 241

その他 3,871 6,711

貸倒引当金 △330 △461

流動資産合計 159,342 152,084

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,379 14,359

機械、運搬具及び工具器具備品 2,187 2,309

土地 13,135 13,135

リース資産 － 38

減価償却累計額 △11,158 △11,484

有形固定資産計 18,544 18,358

無形固定資産   

ソフトウエア 36 37

リース資産 － 0

その他 44 1

無形固定資産計 80 40

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  47,401 ※1, ※2  30,793

その他 2,867 2,921

貸倒引当金 △1,557 △1,637

投資その他の資産計 48,710 32,077

固定資産合計 67,336 50,475

資産合計 226,678 202,560

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 52,254 54,427

短期借入金 ※2, ※4  25,982 ※2, ※4  25,082

1年内償還予定の社債 3,694 1,712

リース債務 － 12

未払法人税等 475 176

未成工事受入金 58,747 46,352

完成工事補償引当金 101 143

賞与引当金 631 661

工事損失引当金 4,686 3,611

その他 991 1,089

流動負債合計 147,563 133,268



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 13,150 17,737

長期借入金 ※2  5,795 ※2  6,515

リース債務 － 21

繰延税金負債 11,839 6,198

退職給付引当金 8,428 7,276

役員退職慰労引当金 164 169

その他 1,809 1,823

固定負債合計 41,187 39,742

負債合計 188,751 173,011

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 16,892 16,981

自己株式 △404 △405

株主資本合計 20,706 20,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,375 8,930

為替換算調整勘定 △155 △176

評価・換算差額等合計 17,220 8,754

純資産合計 37,927 29,549

負債純資産合計 226,678 202,560



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

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

売上高   

完成工事高 167,530 204,259

不動産事業等売上高 5,328 2,133

売上高合計 172,859 206,393

売上原価   

完成工事原価 160,947 196,306

不動産事業等売上原価 2,104 852

売上原価合計 163,051 197,158

売上総利益   

完成工事総利益 6,583 7,953

不動産事業等総利益 3,223 1,281

売上総利益合計 9,807 9,234

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,836 ※1, ※2  8,195

営業利益 971 1,039

営業外収益   

受取利息 191 154

受取配当金 761 784

その他 221 281

営業外収益合計 1,173 1,220

営業外費用   

支払利息 887 895

社債発行費 180 110

その他 187 207

営業外費用合計 1,255 1,213

経常利益 889 1,046

特別利益   

前期損益修正益 521 539

投資有価証券売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 870 0

その他 16 37

特別利益合計 1,409 580

特別損失   

前期損益修正損 442 85

固定資産除却損 0 5

投資有価証券評価損 508 580

貸倒引当金繰入額 － 319

その他 494 195

特別損失合計 1,446 1,186

税金等調整前当期純利益 852 439

法人税、住民税及び事業税 319 243

過年度法人税等戻入額 △199 △240

法人税等調整額 4,196 △10

法人税等合計 4,316 △7

当期純利益又は当期純損失（△） △3,463 447



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

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

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,695 3,695

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,695 3,695

資本剰余金   

前期末残高 522 522

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 522 522

利益剰余金   

前期末残高 20,716 16,892

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,463 447

当期変動額合計 △3,823 88

当期末残高 16,892 16,981

自己株式   

前期末残高 △403 △404

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △404 △405

株主資本合計   

前期末残高 24,530 20,706

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,463 447

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △3,824 87

当期末残高 20,706 20,794



（単位：百万円）

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

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,506 17,375

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,130 △8,445

当期変動額合計 △11,130 △8,445

当期末残高 17,375 8,930

為替換算調整勘定   

前期末残高 31 △155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186 △21

当期変動額合計 △186 △21

当期末残高 △155 △176

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,538 17,220

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,317 △8,466

当期変動額合計 △11,317 △8,466

当期末残高 17,220 8,754

純資産合計   

前期末残高 53,068 37,927

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,463 447

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,317 △8,466

当期変動額合計 △15,141 △8,378

当期末残高 37,927 29,549



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 852 439

減価償却費 403 408

貸倒引当金の増減額（△は減少） △893 211

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,539 △1,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） △342 △1,152

受取利息及び受取配当金 △952 △939

支払利息 887 895

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 508 580

売上債権の増減額（△は増加） 8,542 △15,211

未成工事支出金の増減額（△は増加） △8,215 24,452

販売用不動産の増減額（△は増加） 1,547 21

仕入債務の増減額（△は減少） △3 2,173

未成工事受入金の増減額（△は減少） 27 △12,394

その他 △5,290 △2,866

小計 △1,387 △4,457

利息及び配当金の受取額 925 948

利息の支払額 △922 △887

法人税等の支払額 △168 △300

法人税等の還付額 250 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,302 △4,697

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 △49 △169

投資有価証券の取得による支出 △276 △55

投資有価証券の売却による収入 15 9

投資有価証券の償還による収入 － 2,000

貸付金の回収による収入 143 115

その他 △10 103

投資活動によるキャッシュ・フロー △175 2,003

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） △10,480 △900

長期借入れによる収入 － 900

長期借入金の返済による支出 － △180

社債の発行による収入 8,500 6,389

社債の償還による支出 △1,888 △3,895

配当金の支払額 △359 △359

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,228 1,948

現金及び現金同等物に係る換算差額 △294 41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,001 △704

現金及び現金同等物の期首残高 35,180 29,178

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  29,178 ※1  28,474





























６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 27,108 26,363

受取手形 3,621 9,303

完成工事未収入金 43,044 52,571

有価証券 45 －

販売用不動産 263 241

未成工事支出金 79,693 55,241

その他 3,706 6,601

貸倒引当金 △329 △460

流動資産合計 157,153 149,864

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,701 13,680

減価償却累計額 △9,154 △9,387

建物（純額） 4,546 4,293

構築物 521 521

減価償却累計額 △427 △435

構築物（純額） 94 85

機械及び装置 746 767

減価償却累計額 △706 △721

機械及び装置（純額） 40 46

車両運搬具 19 19

減価償却累計額 △18 △18

車両運搬具（純額） 1 0

工具器具・備品 1,421 1,521

減価償却累計額 △763 △821

工具器具・備品（純額） 658 699

土地 12,775 12,775

リース資産 － 37

減価償却累計額 － △6

リース資産（純額） － 31

有形固定資産計 18,115 17,932

無形固定資産   

ソフトウエア 36 37

リース資産 － 0

その他 43 1

無形固定資産計 80 39



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 47,271 30,676

関係会社株式 1,127 1,119

長期貸付金 19 134

関係会社長期貸付金 58 56

破産債権、更生債権等 30 30

長期前払費用 44 36

長期営業外未収入金 1,137 1,145

その他 1,575 1,517

貸倒引当金 △1,557 △1,637

投資その他の資産計 49,708 33,079

固定資産合計 67,904 51,052

資産合計 225,058 200,916

負債の部   

流動負債   

支払手形 13,491 12,360

工事未払金 30,195 37,185

短期借入金 25,982 25,082

1年内償還予定の社債 3,694 1,712

リース債務 － 12

未払金 8,562 4,878

未払法人税等 450 155

未成工事受入金 58,747 46,352

完成工事補償引当金 101 143

賞与引当金 631 661

工事損失引当金 4,686 3,611

その他 942 1,049

流動負債合計 147,484 133,202

固定負債   

社債 13,150 17,737

長期借入金 5,795 6,515

リース債務 － 21

繰延税金負債 11,822 6,187

退職給付引当金 8,428 7,276

役員退職慰労引当金 164 169

その他 1,681 1,695

固定負債合計 41,042 39,602

負債合計 188,527 172,805



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金   

資本準備金 522 522

資本剰余金合計 522 522

利益剰余金   

利益準備金 923 923

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 382 367

別途積立金 16,548 13,548

繰越利益剰余金 △2,488 545

利益剰余金合計 15,366 15,384

自己株式 △404 △405

株主資本合計 19,180 19,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,350 8,914

評価・換算差額等合計 17,350 8,914

純資産合計 36,531 28,111

負債純資産合計 225,058 200,916



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 167,530 204,259

不動産事業等売上高 5,106 1,925

売上高合計 172,637 206,185

売上原価   

完成工事原価 160,947 196,306

不動産事業等売上原価 2,056 806

売上原価合計 163,003 197,112

売上総利益   

完成工事総利益 6,583 7,953

不動産事業等総利益 3,049 1,119

売上総利益合計 9,633 9,073

販売費及び一般管理費   

役員報酬 200 183

従業員給料手当 3,722 3,564

退職給付費用 325 301

役員退職慰労引当金繰入額 10 10

法定福利費 525 504

福利厚生費 190 166

修繕維持費 108 88

事務用品費 236 187

通信交通費 642 575

動力用水光熱費 89 88

調査研究費 72 65

広告宣伝費 22 30

交際費 203 167

寄付金 8 31

地代家賃 646 591

減価償却費 212 222

租税公課 192 174

保険料 12 13

雑費 1,346 1,158

販売費及び一般管理費合計 8,769 8,127

営業利益 863 946

営業外収益   

受取利息 93 82

有価証券利息 46 43

受取配当金 759 783

その他 223 283

営業外収益合計 1,122 1,192



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 764 709

社債利息 122 186

社債発行費 180 110

その他 187 206

営業外費用合計 1,254 1,212

経常利益 732 925

特別利益   

前期損益修正益 521 539

投資有価証券売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 870 －

その他 16 37

特別利益合計 1,408 579

特別損失   

前期損益修正損 442 85

固定資産除却損 0 5

投資有価証券評価損 508 580

貸倒引当金繰入額 － 319

その他 494 195

特別損失合計 1,446 1,185

税引前当期純利益 694 319

法人税、住民税及び事業税 254 193

過年度法人税等戻入額 △199 △240

法人税等調整額 4,196 △10

法人税等合計 4,251 △57

当期純利益又は当期純損失（△） △3,557 377



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,695 3,695

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,695 3,695

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 522 522

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 522 522

資本剰余金合計   

前期末残高 522 522

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 522 522

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 923 923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 923 923

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 400 382

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △17 △15

当期変動額合計 △17 △15

当期末残高 382 367

別途積立金   

前期末残高 16,548 16,548

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △3,000

当期変動額合計 － △3,000

当期末残高 16,548 13,548

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,410 △2,488

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 3,000

剰余金の配当 △359 △359

固定資産圧縮積立金の取崩 17 15

当期純利益又は当期純損失（△） △3,557 377

当期変動額合計 △3,899 3,033

当期末残高 △2,488 545



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 19,283 15,366

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,557 377

当期変動額合計 △3,916 17

当期末残高 15,366 15,384

自己株式   

前期末残高 △403 △404

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △404 △405

株主資本合計   

前期末残高 23,097 19,180

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,557 377

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △3,917 17

当期末残高 19,180 19,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,463 17,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,112 △8,436

当期変動額合計 △11,112 △8,436

当期末残高 17,350 8,914

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,463 17,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,112 △8,436

当期変動額合計 △11,112 △8,436

当期末残高 17,350 8,914

純資産合計   

前期末残高 51,560 36,531

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △359

当期純利益又は当期純損失（△） △3,557 377

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,112 △8,436

当期変動額合計 △15,029 △8,419

当期末残高 36,531 28,111
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