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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 84,152 1.8 1,346 △14.9 1,311 3.6

17年３月期 82,646 7.6 1,582 36.9 1,266 23.3

 当期純利益
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

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 491 140.3 21 80  － 5.6 1.9 1.6

17年３月期 204 △50.1 8 91  － 2.6 1.8 1.5

(注) ①持分法投資損益 18年３月期 45百万円 17年３月期 △196百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 21,714,017株 17年３月期 21,715,568株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 71,870 9,487 13.2 436 08

17年３月期 69,765 7,928 11.4 364 62

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年３月期 21,713,790株 17年３月期 21,714,775株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

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

18年３月期 418 △548 △956 7,550

17年３月期 2,982 41 △2,608 8,637

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社　持分法適用非連結子会社数 0社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社　（除外） 0社　持分法（新規） 0社　（除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 36,000 360 △20

通　期 84,000 1,370 460

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 21円18銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、主として建設事業を営んでおり、親会社（小田急電鉄㈱）から建設工

事の一部を受注しております。

　また、当社、連結子会社（ケンキー工業㈱、小田急設備㈱）、持分法適用関連会社（㈱フラッグス）及び持分法非

適用関連会社（㈱フラッグスビジョン）が営んでいる主な事業内容とその企業集団における位置付け並びに事業の種

類別セグメントとの関連を示せば次のとおりであります。

　建設事業は、当社、ケンキー工業㈱、小田急設備㈱が営んでおり、当社は、ケンキー工業㈱及び小田急設備㈱に対

して工事の一部を発注しております。なお、ケンキー工業㈱は、建設資機材の賃貸・販売等を行っており、当社は、

その一部を賃借・購入しております。

　不動産事業は、主として当社及び㈱フラッグスが営んでおり、当社は、㈱フラッグスに対して土地を賃貸しており

ます。また、㈱フラッグスは、㈱フラッグスビジョンに建物の一部を賃貸しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

得       意       先 

小田急電鉄㈱（親会社) 

建 設 事 業 不 動 産 事 業 

建 設 事 業 

(子会社) 

 ケンキー工業㈱ 

 小田急設備㈱ 

不動産事業 

(関連会社） 

 ㈱フラッグス 

(関連会社) 

 ㈱フラッグスビジョン 

工事施工・ 

建設資材の 

賃貸・販売 

工事施工 

工事施工 

工事発注 

工事発注 

工事施工・ 

建設資材の 

賃貸・販売 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 広告宣伝 
当     社 
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社グル－プは、「お客様の期待とニ－ズに的確にお応えして、お客様の満足度を高める」ことを経営の基本姿勢と

し、建設事業、不動産事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。当社グル－プは、これを実現するため、企画提

案力、施工力、技術力の向上に注力してまいります。また、株主の皆様の期待にお応えするため、効率経営の徹底及び

収益の向上による経営基盤の強化、経営情報のオ－プン化を推進し、企業グル－プの価値の最大化に努めてまいります。

（２）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、内部留保の充実を図りながら、財務体質の改善に努めるとともに、収益力の向上に向けて経営基盤

の強化を図り、株主の皆様に安定した配当を継続していくことを利益配分の基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に取

り組んでまいります。

　なお、配当金の支払いは従来どおり、期末配当といたします。

（３）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　今後のわが国経済は、原油高、金利上昇、増税問題等、景気の懸念要因はあるものの、企業業績の改善を背景に、民

間設備投資は増加傾向を維持し、雇用情勢の改善による個人消費の拡大も期待され、引き続き国内民需を中心とした景

気回復が続いていくものと予想されます。

　一方、建設業界におきましては、景気回復を反映して民間建設投資の増加は見込まれるものの、官公庁工事について

は公共投資の減少と一般競争入札の増加により収益性の低下が予想され、厳しい経営環境が依然継続するものと推察さ

れます。

　このような状況の中、当社グループは、平成17年度からの経営5ヵ年計画に基づき、小田急のブランドを冠する総合建

設サービス企業として、お客さまの満足を実現するため、「信頼ある品質」「競争力ある価格」を基本に、「価値ある

企画」「質の高いサービス」を提供し、首都圏および小田急線沿線を核とした市場の開拓と信頼の確保を推進してまい

ります。また、定めた施策が確実に実行されるようその実施状況を審査し、本計画の最終年度である平成21年度の目標

達成に向け、公共投資の減少を民間工事の受注拡大で補うことにより売上高の水準を維持し、営業利益および経常利益

の向上を目指し、財務体質の健全性を高めるとともに安定した株主配当を継続できるよう取り組んでまいります。

　受注につきましては、総合企画提案力のさらなる拡充と総合力の結集により、顧客の開拓と顧客満足の向上に努める

とともに、優位分野である小田急線沿線への地域密着型営業の強化、さらに維持・補修・改修分野における事業の強化

等により、新たな市場を積極的に開拓し、受注の安定化を進めてまいります。

　施工につきましては、技術力の継承と維持・向上を図るとともに、施工管理体制の強化、施工技術の継続的改善によ

る施工コストの低減を進め、一層の収益力強化を図ってまいります。同時に、ISO9001品質マネジメントシステムを活用

した品質管理体制により、関係法令の遵守はもとより、品質管理に万全を期し、安心と信頼を提供してまいります。

　環境への対応につきましては、環境保全活動の充実、循環型社会の形成、環境経営に関する情報開示の方針のもと、

ISO14001環境マネジメントシステムの強化を図り、従来の３Ｒ活動（Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再

資源化）にリフューズ（Refuse：廃棄物を持ち込まない）活動を加え、廃棄物による環境負荷の低減活動のさらなる充

実を図ってまいります。

　情報化等につきましては、新原価管理・財務会計システムの構築をはじめとする統合情報システムの整備を推進し、

さらなる業務の効率化と情報活用を図ってまいります。なお、有価証券報告書等に事実と異なる記載をしていた問題等

につきましては、適正、適法性を確保するため株式等監視委員会の設置、コンプライアンスマニュアルの改訂とその周

知徹底等の改善を図りました。今後も引き続きＣＳＲ(企業の社会的責任)を果たす適正な経営を堅持するため、会社法

等の法令改正への対応、内部統制システムの整備等に取り組んでまいります。
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（４）親会社等に関する事項

①親会社の商号等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合(％)(注)

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等

小田急電鉄㈱ 親会社
47.3

(3.3)
㈱東京証券取引所　市場第一部

（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

   ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

　当社の親会社である小田急電鉄㈱の企業グループは、子会社76社および関連会社９社で構成され、運輸業を中心に、

流通業、不動産業、建設業等の事業活動をしております。

　当社グループの営業活動は親会社等との取引を含めすべて受注によるもので、他社との競争環境におかれておりま

す。そのため親会社等との関係が、当社グループの営業取引に常に有利に働いていることはありません。以上のとお

り、当社グループは親会社等から一定の独立性を保った経営判断、事業活動を行っております。

③親会社等の取引に関する事項

　当社グループの売上高に占める割合は下表のとおり高いものであります。

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％）

売上高 82,646 100.0 84,152 100.0

小田急電鉄㈱への売上高 25,974 31.4 27,612 32.8
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３．経営成績及び財政状態
（１）経営成績  

項目
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減率
（％）

売上高 82,646 84,152 1.8

営業利益 1,582 1,346 △14.9

経常利益 1,266 1,311 3.6

当期純利益 204 491 140.3

１株当り当期純利益(円) 8.91 21.80 －

　当連結会計年度のわが国経済は、好調な企業収益に支えられ、製造業をはじめとする民間設備投資は増勢傾向で推移

いたしました。また、企業部門の好調さは家計部門にも波及して個人消費は底堅く推移し、景気は踊り場の局面を脱し、

民間需要主導の景気の安定的成長段階に入ったとの見方がなされております。しかしながら量的緩和政策解除による長

期金利の上昇懸念や原油価格高騰の長期化などの不安材料があり、先行きは依然として不透明感が残る状況で推移いた

しました。

　当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資の減少傾向が依然として続いており低調に推

移いたしました。一方、民間建設投資は国内企業の収益改善に伴い持ち直しを見せており、比較的好調に推移いたしま

した。

　このような状況のもとで、当社グループでは優位分野の確立による民間工事の受注拡大、業界水準以上の競争力の獲

得を図るべく、「小田急線沿線における受注の拡大」、「維持・補修・改修分野における事業の拡大」、「収益力とコ

スト競争力の強化」、「総合力の結集による顧客の開拓」を重点経営課題と位置づけ、積極的に取り組みました。

　当連結会計年度の受注工事高につきましては、官公庁工事が前年同期比3.7％増、民間工事が8.0％減となり、総受注

工事高は前年同期比6.7％減の823億７千５百万円となりました。工事別内訳は、建築工事が約68％、土木工事が約32％

であり、発注者別内訳では官公庁工事が約12％、民間工事が約88％であります。

　当連結会計年度の主な受注工事につきましては、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社西鳩ヶ谷団地（建替）先工

区住宅建設工事、小田急電鉄成城学園前駅ビル建設工事（その１）、株式会社エフ・ジェーネクスト（仮称）ガーラ銀

座一丁目プロジェクト計画、日本道路公団中部支社近畿自動車道（紀勢線）菅合トンネル工事、小田急電鉄和泉多摩川

～向ヶ丘遊園改良工事土木その22（Ｉ工区）などであります。

　次に完成工事高につきましては、前年同期比1.2％増の828億６千４百万円となりました。工事別内訳は建築工事が約

64％、土木工事が約36％となり、発注者別内訳では、官公庁工事が約15％、民間工事が約85％であります。

　当連結会計年度の主な完成工事につきましては、東京都財務局都営住宅15Ｈ－103東（百人町四丁目第３）工事、小田

急電鉄町田駅駅舎改修工事、オリックス・リアルエステートサンクタス栗平ヘリテージ新築工事、国土交通省中部地方

整備局平成15年度伊豆縦貫萩東高架橋下部新設工事、小田急電鉄黒川～小田急永山間新駅設置工事などであります。

　この完成工事高に不動産販売および賃貸などの兼業事業売上高12億８千８百万円を加えた総売上高は前年同期比1.8％

増の841億５千２百万円となりました。

　営業利益につきましては、前年同期比14.9％減の13億４千６百万円となり、経常利益につきましては前連結会計年度

に多額の持分法投資損失が発生したため、前年同期比3.6％増の13億１千１百万円となり、当期純利益につきましては、

前年同期比140.3％増の４億９千１百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（建設事業）

　売上高につきましては、前年同期比1.2％増の828億６千４百万円となりました。営業利益につきましては、主に民間

工事における進行基準工事の利益率が改善されたものの、当連結会計年度から工事損失引当金を計上したことにより、

前年同期比4.1％減の12億５千１百万円となりました。

（不動産事業）

　売上高につきましては、販売用不動産の売却により前年同期比74.1％増の12億８千８百万円となりましたが、この売

却に伴い大幅な損失が発生したため、営業利益につきましては前年同期比65.8％減の９千４百万円となりました。
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（２）次期の見通し

　今後の日本経済の見通しにつきましては、企業収益改善に伴う設備投資の好調な推移に加え、個人消費増加に堅調さ

が出てきていることなどから、民需主導の景気の安定的成長が続くと見込まれております。しかしながら平成18年３月

９日には日本銀行の政策決定会合で量的緩和政策解除が決定し、ゼロ金利政策を当面継続するとされておりますが、今

後のゼロ金利政策解除に伴う長期金利の上昇懸念や原油価格高騰の長期化や素材価格の上昇など、依然として不安材料

を抱えたまま推移するものと思われます。

　建設業界を取り巻く環境におきましても、好調な企業業績を背景とした民間建設投資に期待が持たれますが、公共投

資は縮小傾向の継続が予測されることから全体として厳しい受注環境が続くものと予想されます。

　当社グループといたしましては、このような状況に対処すべく、前述した重点経営課題を推進し、目標達成に向けて

邁進して参ります。

　これらにより、次期の見通しとしましては、受注高807億円、売上高840億円、経常利益13億７千万円、当期純利益４

億６千万円をそれぞれ予想しております。

（３）財政状態  

項目
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減
（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,982 418 △2,563

投資活動によるキャッシュ・フロー 41 △548 △590

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608 △956 1,651

現金及び現金同等物の増減額 415 △1,087 △1,502

現金及び現金同等物の期末残高 8,637 7,550 △1,087

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は75億５千万円（前

年同期比12.6％減）となり前連結会計年度に比べ10億８千７百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、４億１千８百万円（前年同期比86.0%減）となりました。こ

れは税金等調整前当期純利益９億４千８百万円の計上に加え、仕入債務23億８千１百万円の増加、販売用不動産７億８

千９百万円の減少などにより資金が増加したのに対し、売上債権５億７千４百万円の増加、未成工事支出金13億２千５

百万円の増加、法人税等の支払額11億２百万円などにより資金が減少し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）

　当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、５億４千８百万円（前連結会計年度は４千１百万円の増加）

となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出５億４千１百万円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）

　当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は９億５千６百万円（前年同期比63.3％減）となりました。

これは借入金の純減による支出８億４千６百万円などによるものであります。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

項目 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 8.2 11.4 11.4 13.2

時価ベースの自己資本比率（％） 7.0 11.2 10.9 11.1

債務償還年数（年） － － 6.9 47.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 12.6 1.9

（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／利払い

平成15年３月期及び平成16年３月期の各連結会計年度におきましては、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・フローがいずれもマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は記載しておりません。

（４）事業等のリスク

　当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるリスクについては、次のようなものがありま

す。当社グループは以下のリスクを認識したうえで、発生の抑制・回避、および発生した場合の対応に努めてまいり

ます。

①親会社との関係について

　当社の親会社は小田急電鉄㈱（平成18年３月31日現在、当社株式のうち44.0％を直接保有、3.3％を間接保有する大

株主）であり、建設工事の一部受注をしております。親会社への売上高につきましては４ページを参照して下さい。

また当社の役員11名のうち、小田急電鉄㈱の取締役または監査役を兼ねる者は４名であり、その者の氏名ならびに当

社および親会社における役職は以下の通りであります。

当社における役職 氏名 小田急電鉄㈱における役職

代表取締役 雪竹　正英 取締役

取締役 山木　利満 代表取締役副社長

監査役 磯田　壯一郎 常務取締役

監査役 鈴木　正俊 常勤監査役

②資材価格の変動

　当社グループは、主として建設業を営んでおります。そのため、鋼材等の原材料および石油価格高騰に伴う石油二

次製品等の急激な高騰は、請負代金に反映させることが困難な場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

③官公庁工事の減少

　予想を上回る公共事業の削減が行われた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④取引先の倒産等

　当社グループは受注先の与信管理の充実・強化に努めていますが、受注契約時から入金されるまでの間、相手先の

信用リスクを抱えているため、受注先の予期せぬ経営・財務状態の悪化により、債権等の回収が困難となる事態が発

生する可能性があります。

⑤製品の欠陥

　品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任による損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑥資産保有

　営業活動上の必要性から、不動産・有価証券等の資産を保有しております。時価の急激な下落が、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

対前年比

区分
注記

番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金預金 3,904 2,052

受取手形・
工事未収入金等

23,599 24,174

販売用不動産 3,024 1,877

未成工事支出金 7,059 8,385

その他棚卸資産 278 261

繰延税金資産 898 874

預け金 4,733 5,497

未収消費税等 － 167

その他流動資産 646 756

貸倒引当金 － △57

流動資産合計 44,145 63.3 43,990 61.2 △155

Ⅱ 固定資産

 1.有形固定資産

建物・構築物 5,849 5,858

減価償却累計額 2,950 2,899 3,132 2,725

機械・運搬具・
工具器具備品

1,008 1,025

減価償却累計額 831 177 763 262

土地
※２

※３
14,003 14,438

有形固定資産合計 17,081 24.5 17,425 24.3 344

2.無形固定資産

電話加入権 21 21

その他 1 0

無形固定資産合計 22 0.0 21 0.0 △0
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前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

対前年比

区分
注記

番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

3.投資その他の資産

投資有価証券
※１

※２
6,599 9,416

繰延税金資産 833 －

その他投資等 1,090 1,023

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産
合計

8,516 12.2 10,432 14.5 1,916

固定資産合計 25,619 36.7 27,880 38.8 2,260

資産合計 69,765 100.0 71,870 100.0 2,105
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前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

対前年比

区分
注記

番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形・
工事未払金等

24,899 27,281

短期借入金 ※２ 13,676 11,956

未払法人税等 890 400

未払消費税等 421 －

未成工事受入金 8,633 8,357

完成工事補償引当金 82 109

その他流動負債 1,318 742

流動負債合計 49,922 71.5 48,846 68.0 △1,076

Ⅱ 固定負債

長期借入金 ※２ 6,958 7,832

退職給付引当金 2,799 2,912

役員退職慰労引当金 113 120

再評価に係る繰延税
金負債

※３ 1,192 1,582

長期繰延税金負債 － 200

その他固定負債 306 305

固定負債合計 11,370 16.3 12,954 18.0 1,583

負債合計 61,293 87.8 61,800 86.0 507

（少数株主持分）

少数株主持分 543 0.8 582 0.8 39

（資本の部）

Ⅰ 資本金 1,086 1.6 1,086 1.5 0

Ⅱ 資本剰余金 1,561 2.3 1,561 2.2 0

Ⅲ 利益剰余金 2,684 3.8 3,056 4.2 371

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ 1,737 2.5 1,346 1.9 △390

Ⅴ その他有価証券評価
差額金

860 1.2 2,438 3.4 1,577

Ⅵ 自己株式 ※４ △1 △0.0 △1 △0.0 △0

資本合計 7,928 11.4 9,487 13.2 1,558

負債、少数株主持分及
び資本合計

69,765 100.0 71,870 100.0 2,105
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ 売上高

完成工事高 81,906 82,864

兼業事業売上高 739 82,646 100.0 1,288 84,152 100.0 1,506

Ⅱ 売上原価

完成工事原価 75,294 76,232

兼業事業売上原価 351 75,645 91.5 1,077 77,310 91.9 1,664

売上総利益

完成工事総利益 6,612 6,631

兼業事業総利益 388 7,000 8.5 210 6,842 8.1 △157

Ⅲ 販売費及び一般管理
費

※１ 5,418 6.6 5,496 6.5 78

営業利益 1,582 1.9 1,346 1.6 △236

Ⅳ 営業外収益

受取利息 8 5

受取配当金 67 89

持分法による投資利
益

－ 45

雑収入 51 127 0.1 49 190 0.3 63

Ⅴ 営業外費用

支払利息 245 225

持分法による投資損
失

196 －

雑支出 2 443 0.5 0 225 0.3 △217

経常利益 1,266 1.5 1,311 1.6 45

Ⅵ 特別利益

前期損益修正益  1 0

投資有価証券売却益 72 0

損害賠償金 － 82

営業譲渡益 － 59

その他特別利益 0 74 0.1 21 163 0.1 88

Ⅶ 特別損失

前期損益修正損 5 0

固定資産売却等損 ※２ 32 8

販売用不動産評価損 300 357

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 0 45

訴訟和解金等 － 96

その他特別損失 3 352 0.4 16 525 0.6 173

税金等調整前当期純利益 988 1.2 948 1.1 △39
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
（百万円）

法人税、住民税及び事業
税

956 574

過年度法人税、住民税及
び事業税

－ △56

法人税等調整額 △229 726 0.9 △58 459 0.5 △267

少数株主利益又は損失 56 0.1 △2 △0.0 △59

当期純利益 204 0.2 491 0.6 287

(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減
（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,561 1,561 0

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,561 1,561 0

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,605 2,684 78

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 204 204 491 491 287

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 108 108

２．取締役賞与金 17 126 11 119 △6

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,684 3,056 371
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減
（百万円）

Ⅰ．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 988 948

減価償却費 268 279

貸倒引当金減少(△)・増加額 △95 57

退職給付（慰労）引当金増加額 216 119

完成工事補償引当金増加額 33 26

受取利息及び配当金 △76 △95

支払利息 245 225

販売用不動産評価損 300 357

有形固定資産除売却損 32 8

投資有価証券等評価損 11 45

投資有価証券売却益 △72 △0

投資有価証券売却損 － 0

売上債権の増加額 △2,021 △574

販売用不動産の減少額 120 789

未成工事支出金の増加額 △274 △1,325

その他棚卸資産の増加（△）・減少額 △1 16

その他資産の減少・増加(△)額 257 △157

仕入債務の増加額 1,887 2,381

未払金の減少(△)・増加額 △1 18

未成工事受入金の増加・減少(△)額 1,188 △275

未払消費税の増加・減少(△)額 86 △421

その他負債の増加・減少(△)額 534 △712

持分法による投資損益 196 △45

取締役賞与金の支払額 △17 △11

少数株主に負担させた取締役賞与金
の支払額

△3 △3

小計 3,803 1,650 △2,152

利息及び配当金の受取額 76 90

利息の支払額 △235 △219

法人税等の支払額 △661 △1,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,982 418 △2,563
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減
（百万円）

Ⅱ．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 △342 △541

有形固定資産の売却による収入 429 23

投資有価証券の取得による支出 △157 △37

投資有価証券の売却による収入 111 7

貸付けによる支出 － △3

貸付金の回収による収入 0 0

その他投資の取得による支出 － △13

その他投資の売却による収入 － 16

投資活動によるキャッシュ・フロー 41 △548 △590

Ⅲ．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 △1,123 △839

長期借入れによる収入 2,535 3,052

長期借入金の返済による支出 △3,909 △3,059

自己株式取得による支出 △0 △0

配当金の支払による支出 △108 △108

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608 △956 1,651

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ．現金及び現金同等物増減額 415 △1,087 △1,502

Ⅵ．現金及び現金同等物期首残高 8,222 8,637 415

Ⅶ．現金及び現金同等物期末残高 ※１ 8,637 7,550 △1,087
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社（２社）

ケンキー工業㈱

小田急設備㈱

連結子会社（２社）

同左

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社（１社）

㈱フラッグス

(1) 持分法適用の関連会社（１社）

同左

(2) 持分法非適用会社

関連会社（㈱フラッグスビジョン）は、

連結純損益及び連結利益剰余金等に及

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。

(2) 持分法非適用会社

同左

(3) 前連結会計年度において持分法適用関

連会社でありました小田急建材ベスト

ン㈱は、事業を廃止し、平成16年10月

1日会社解散決議の後、特別清算手続

中のため持分法の適用の範囲から除い

ております。

――――――

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

連結子会社の決算日は３月31日で連結財務

諸表提出会社と同じであります。

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

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

主として期末前１か月の市場価格の平

均に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

棚卸資産

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

棚卸資産

販売用不動産、未成工事支出金

同左

材料貯蔵品

移動平均法による低価法

材料貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、賃貸事業用倉庫については定額

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。

有形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、全ての債

権について個別に回収可能性を検討して

計上しております。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事にかかる瑕疵担保等の費用に充

てるため、実績繰入率による将来の見積

補償額を計上しております。

完成工事補償引当金

同左

―――――― 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、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は

その見積額を計上しております。

なお、損失見込額586百万円は、未成工

事支出金から直接控除しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

なお、会計基準変更時差異（3,414百万

円）は、15年による均等額を費用処理し

ております。

過去勤務債務は、主としてその発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定率法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による定率法

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。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支給に

備えて内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっていますが、特定の長期大型工事

（工期１年を超え、請負金５億円以上）

に限り工事進行基準を採用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高

は30,107百万円であります。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっていますが、特定の長期大型工事

（工期１年を超え、請負金５億円以上）

に限り工事進行基準を採用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高

は32,451百万円であります。

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は全面時

価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づき作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

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

      会計方針の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

固定資産の減損に係る会計基準

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。

――――――

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

　「預け金」は、前連結会計年度末は、流動資産の「そ

の他流動資産」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度末において資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「預け金」の金額は376百

万円であります。

――――――

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表

示方法

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割を販売費

及び一般管理費として処理しております。

　この結果、営業費が38百万円増加し、営業利益、経常

利益が38百万円減少し、税金等調整前当期純利益が38百

万円減少しております。

――――――

―――――― 工事損失引当金

　期末受注残高のうち、将来発生が見込まれる損失に金

額的重要性が増してきたため、当連結会計年度より当該

損失見積額を工事損失引当金として計上しております。

　この結果、完成工事原価が586百万円増加し、営業利

益、経常利益が586百万円減少し、税金等調整前当期純

利益が、586百万円減少しております。
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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17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　このうち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 10百万円 投資有価証券 56百万円

※２　このうち下記のとおり担保に供しています。 ※２　このうち下記のとおり担保に供しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

投資有価証券 1,255

短期借入金 136

（長期借入金よりの
振替分）

長期借入金 153

計 1,255 289

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

投資有価証券 1,594

短期借入金 123

（長期借入金よりの
振替分）

長期借入金 30

計 1,594 153

なお、土地7,530百万円を関係会社である㈱フラッ

グスの金融機関等からの借入金に対して担保提供

しております。

なお、土地7,964百万円を関係会社である㈱フラッ

グスの金融機関等からの借入金に対して担保提供

しております。

また、投資有価証券0百万円を特別目的会社である

吹田キャンパスサービス㈱の金融機関等からの借

入金に対して担保提供しております。

※３　事業用土地の再評価

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）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、再評価に係る繰延税金を固定負債に、土

地再評価差額金を資本の部にそれぞれ計上してお

ります。

※３　事業用土地の再評価

同左

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１号に定める

標準地の公示価格に基づいて、合理的な調整を行っ

て算出しております。

再評価の方法

同左

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

時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額よ

り1,331百万円下回っております。

再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額よ

り1,951百万円下回っております。

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,225株

であります。

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,210株

であります。

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式21,720千

株であります。

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式21,720

千株であります。

５　保証債務 ５　保証債務

―――――― ㈱マリモ 142百万円 （手付金等保証)
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。

※１　このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。

従業員給料手当 2,904百万円

退職給付費用 282百万円

従業員給料手当 2,885百万円

退職給付費用 288百万円

研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

73百万円であります。

研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

79百万円であります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械・車両運搬具 3百万円

工具器具・備品 0百万円

計 4百万円

機械・車両運搬具 1百万円

工具器具・備品 2百万円

計 3百万円

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

建物・構築物 14百万円

機械・車両運搬具 2百万円

土地 9百万円

計 27百万円

機械・車両運搬具 4百万円

計 4百万円

（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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金預金勘定 3,904百万円

現金同等物（預け金） 4,733百万円

現金及び現金同等物 8,637百万円

現金預金勘定 2,052百万円

現金同等物（預け金） 5,497百万円

現金及び現金同等物 7,550百万円
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前連結会計年度末（平成17年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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
株式 4,902 6,385 1,482

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 7 6 △0

合計 4,909 6,391 1,481

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

111 72 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 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 207

合計 207

　（注）　当連結会計年度においてその他有価証券で非上場株式について11百万円減損処理を行っております。

なお、株式の減損処理にあたって50％超下落の場合は、個々の銘柄ごとに合理的な反証をもって回復可能性を

判断し、回復可能性がある場合以外は減損処理を行い、30％以上50％以下の下落の場合には、個々の銘柄ごと

に回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断し、回復可能性の判定の対象になる場合は合理的な根拠をもっ

て判断し、回復可能性が認められない場合には減損処理を行っております。

下落率がおおむね30％未満の場合は減損処理を行っておりません。
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当連結会計年度末（平成18年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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
株式 4,909 9,132 4,223

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
株式 1 1 △0

合計 4,911 9,133 4,222

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

7 0 0

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 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 282

合計 282

③　デリバティブ取引

　前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 

平成18年３月31日）において当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度 当連結会計年度

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度及び

退職一時金制度を、連結子会社は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。

当社においては、昭和60年から従業員の定年退職によ

り支給する退職金の一部について適格退職年金制度に

移行しております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在)

退職給付債務 △7,456百万円

年金資産 2,414百万円

未積立退職給付債務 △5,041百万円

会計基準変更時差異の未処理額 2,276百万円

未認識数理計算上の差異 585百万円

未認識過去勤務債務 △619百万円

連結貸借対照表計上額 △2,799百万円

退職給付引当金 △2,799百万円

退職給付債務 △7,368百万円

年金資産 3,066百万円

未積立退職給付債務 △4,302百万円

会計基準変更時差異の未処理額 2,048百万円

未認識数理計算上の差異 △167百万円

未認識過去勤務債務 △492百万円

連結貸借対照表計上額 △2,912百万円

退職給付引当金 △2,912百万円

（注）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。

同左

３．退職給付費用に関する事項（自 平成16年４月１日　

至 平成17年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項（自 平成17年４月１日　

至 平成18年３月31日）

勤務費用 313百万円

利息費用 195百万円

期待運用収益 △67百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 227百万円

数理計算上の差異の費用処理額 73百万円

過去勤務債務の費用処理額 △160百万円

退職給付費用 582百万円

勤務費用 343百万円

利息費用 176百万円

期待運用収益 △72百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 227百万円

数理計算上の差異の費用処理額 120百万円

過去勤務債務の費用処理額 △127百万円

退職給付費用 667百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、

勤務費用に計上しております

同左

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 退職給付見込額

の期間配分方法

同左

割引率 2.5％ 割引率 2.5％

期待運用収益率 ３％ 期待運用収益率 ３％

過去勤務債務の

額の処理年数

主として10年(発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定率法によっておりま

す。)

過去勤務債務の

額の処理年数

同左

数理計算上の差

異の処理年数

10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

定率法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。)

数理計算上の差

異の処理年数

同左

会計基準変更時

差異の処理年数

15年 会計基準変更時

差異の処理年数

15年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

販売用不動産評価損 480百万円

退職給付引当金超過額 1,005百万円

事業用土地評価損 273百万円

投資有価証券評価損 31百万円

ゴルフ会員権等評価損 44百万円

その他 582百万円

繰延税金資産小計 2,417百万円

評価性引当額 △82百万円

繰延税金資産合計 2,334百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △603百万円

繰延税金資産の純額 1,731百万円

繰延税金資産

販売用不動産評価損 333百万円

退職給付引当金超過額 1,082百万円

事業用土地評価損 273百万円

投資有価証券評価損 31百万円

ゴルフ会員権等評価損 57百万円

工事損失引当金 238百万円

その他 501百万円

繰延税金資産小計 2,518百万円

評価性引当額 △107百万円

繰延税金資産合計 2,410百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,719百万円

その他 △16百万円

繰延税金負債小計 △1,735百万円

繰延税金資産の純額 674百万円

平成17年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表上の以下の項目に含まれております。

平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表上の以下の項目に含まれております。

平成17年３月31日 平成18年３月31日

流動資産―繰延税金資産 898百万円

固定資産―繰延税金資産 833百万円

流動資産―繰延税金資産 874百万円

固定負債―繰延税金負債 △200百万円

 上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として計

上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債の内訳は以下のとおりです。

 再評価に係る繰延税金資産

再評価に係る繰延税金資産 449百万円

評価性引当額 △390百万円

再評価に係る繰延税金資産合計 58百万円

再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債 △1,641百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △1,582百万円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7%

（調整）

永久に損金に算入されない項目 11.1%

永久に益金に算入されない項目 △0.9%

住民税均等割 4.8%

評価性引当額 8.4%

その他 9.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.6%

法定実効税率 40.7%

（調整）

永久に損金に算入されない項目 11.5%

永久に益金に算入されない項目 △1.3%

住民税均等割 5.2%

評価性引当額 0.4%

その他 △2.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.4%
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⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（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 81,906 739 82,646 － 82,646

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － (－) －

計 81,906 739 82,646 (－) 82,646

営業費用 80,600 462 81,063 (－) 81,063

営業利益 1,305 277 1,582 (－) 1,582

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 47,631 5,090 52,722 17,042 69,765

減価償却費 139 127 267 0 268

資本的支出 37 － 37 － 37

　（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

不動産事業：不動産の販売及び賃貸等に関する事業

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17,042百万円であり、その主な

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

ります。
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（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 82,864 1,288 84,152 － 84,152

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － (－) －

計 82,864 1,288 84,152 (－) 84,152

営業費用 81,613 1,193 82,806 (－) 82,806

営業利益 1,251 94 1,346 (－) 1,346

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 49,864 3,818 53,682 18,187 71,870

減価償却費 148 130 279 0 279

資本的支出 201 453 655 1 656

　（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

不動産事業：不動産の販売及び賃貸等に関する事業

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18,187百万円であり、その主な

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

ります。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 

平成18年３月31日）において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありま

せん。

【海外売上高】

　前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 

平成18年３月31日）において海外売上高がないため該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社
小田急電
鉄㈱

東京都
渋谷区

60,359
鉄道業
不動産事業

被所有
直接　44.0
間接　 3.3

兼任６
出向２

建設工事
の受注

建設工事の売
上

21,729

完成工事
未収入金

1,613

未成工事
受入金

1,514

不動産の
賃借

不動産の賃借 196

前払費用 16

差入敷金
保証金

107

取引条件及び取引条件の決定方針等

　建設工事の受注価格については、見積の提示を行い、交渉により決定しております。

　その他の取引については、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。

２．小田急電鉄㈱は支配力基準による親会社であります。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

提出会社
の関連会
社

㈱フラッ
グス

東京都
新宿区

80 不動産事業
所有
直接　43.9

兼任１
出向１

なし

不動産の賃貸 229 － －

担保提供
土地の購入

7,530
177

－
－

－
－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）建設工事の受注価格については、見積の提示を行い、交渉により決定しております。その他の取引については、当

社との関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(2）金融機関等からの借入金に対して土地を担保に提供しております。

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。

(3）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社の
子会社

㈱小田急
フィナン
シャルセ
ンター

東京都
新宿区

30
金融業
経理代行業

なし 兼任２

資金の借
入れ

資金の借入れ
支払利息

1,403
0

－
－

－
－

資金の預
け入れ

資金の預け入れ
受取利息

5,162
1

預け金
－

3,272
－

取引条件及び取引条件の決定方針等

　利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　（注）　上記の金額には、消費税等が含まれておりません。
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社
小田急電
鉄㈱

東京都
渋谷区

60,359
鉄道業
不動産事業

被所有
直接　44.0
間接　 3.3

兼任４
出向１

建設工事
の受注

建設工事の売
上

25,944

完成工事
未収入金

1,446

未成工事
受入金

2,814

不動産の
賃借

不動産の賃借 189

前払費用 16

差入敷金
保証金

107

取引条件及び取引条件の決定方針等

　建設工事の受注価格については、見積の提示を行い、交渉により決定しております。

　その他の取引については、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。

２．小田急電鉄㈱は支配力基準による親会社であります。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

提出会社
の関連会
社

㈱フラッ
グス

東京都
新宿区

80 不動産事業
所有
直接　43.9

兼任１
出向１

なし

不動産の賃貸 320 － －

担保提供
土地の購入

7,964
445

－
－

－
－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）建設工事の受注価格については、見積の提示を行い、交渉により決定しております。その他の取引については、当

社との関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(2）金融機関等からの借入金に対して土地を担保に提供しております。

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
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(3）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高

（百万円）
役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社の
子会社

㈱小田急
フィナン
シャルセ
ンター

東京都
新宿区

30
金融業
経理代行業

なし 兼任１

資金の借
入れ

資金の借入れ
支払利息

4,498
5

－
－

－
－

資金の預
け入れ

資金の預け入れ
受取利息

5,552
1

預け金
－

4,115
－

取引条件及び取引条件の決定方針等

　利息については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　（注）　上記の金額には、消費税等が含まれておりません。

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の
関係

親会社の
子会社

小田急不
動産㈱

東京都
渋谷区

2,140 不動産事業

所有
直接　 1.2
間接　 1.5

被所有
直接　 2.8

兼任１

建設工事
の受注

建設工事の売
上

3,466
完成工事
未収入金

1,763

ー
土地の販売
電算機等の賃
借

291
83
 

－
未払金

 

－
5
 

取引条件及び取引条件の決定方針等

　建設工事の受注価格については、見積の提示を行い、交渉により決定しております。

　その他の取引については、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 364.62 436.08

１株当たり当期純利益（円） 8.91 21.80

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 204 491

普通株主に帰属しない金額（百万円） 11 18

（うち利益処分による取締役賞与金） (11) (18)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 193 473

期中平均株式数（株） 21,715,568 21,714,017

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）受注実績

区分

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

増減

受注高 構成比 受注高 構成比 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ ％

建設事業 88,287 100.0 82,375 100.0 △6.7

合計 88,287 100.0 82,375 100.0 △6.7

 

（２）売上実績

区分

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

増減

売上高 構成比 売上高 構成比 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ ％

建設事業 81,906 99.1 82,864 98.5 1.2

不動産事業 739 0.9 1,288 1.5 74.1

合計 82,646 100.0 84,152 100.0 1.8

（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は、記載しておりません。
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