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上場会社名 小田急建設株式会社 上場取引所 東

コード番号 1834 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.odakyu-kensetsu.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役 氏名　雪竹　正英

問合せ先責任者　役職名 経営本部総務部長 氏名　中島　光夫 ＴＥＬ （03）3376－3101

決算取締役会開催日 平成18年５月15日 中間配当制度の有無 無

配当支払開始予定日 平成18年６月29日 定時株主総会開催日 平成18年６月28日

単元株制度採用の有無 有（１単元　500株）   

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)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 78,950 6.5 1,331 1.1 1,252 4.4

17年３月期 74,126 10.3 1,317 28.8 1,199 40.1

 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 430 34.2 19 17  － 5.5 1.9 1.6

17年３月期 320 2.6 14 76  － 4.6 1.9 1.6

(注) ①期中平均株式数 18年３月期 21,714,017株 17年３月期 21,715,568株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③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)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本

配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 5 00  － 5 00 108 26.1 1.3

17年３月期 5 00  － 5 00 108 33.9 1.5

(3)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 67,454 8,568 12.7 393 94

17年３月期 64,277 7,182 11.2 330 78

(注) ①期末発行済株式数 18年３月期 21,713,790株 17年３月期 21,714,775株

 ②期末自己株式数 18年３月期 6,210株 17年３月期 5,225株

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 34,000 390 △10 － － －

通　期 78,000 1,280 440 － 5 00 5 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 20円26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。

-1-



６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（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）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金預金 3,816 1,988

受取手形 ※３ 1,244 1,856

工事未収入金 ※３ 20,110 21,293

販売用不動産 3,024 1,877

未成工事支出金 6,385 7,751

前払費用 54 61

繰延税金資産 883 877

預け金 3,272 4,115

未収消費税等 － 195

その他流動資産 ※３ 510 622

貸倒引当金 － △57

流動資産合計 39,303 61.1 40,582 60.2 1,278

Ⅱ 固定資産

1.有形固定資産

建物 5,477 5,483

減価償却累計額 2,689 2,788 2,859 2,624

構築物 344 344

減価償却累計額 251 92 262 81

機械装置 27 27

減価償却累計額 23 4 23 3

工具器具・備品 90 97

減価償却累計額 73 17 76 20

土地
※１
※５

13,993 14,427

有形固定資産合計 16,894 26.3 17,157 25.4 262

2.無形固定資産

電話加入権 17 17

無形固定資産合計 17 0.0 17 0.0 0
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前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（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）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
（百万円）

3.投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 6,269 8,718

関係会社株式  115 115

破産債権、更生債権
等

6 5

繰延税金資産 759 －

その他投資等 916 863

貸倒引当金 △6 △5

投資その他の資産合計 8,061 12.6 9,697 14.4 1,635

固定資産合計 24,973 38.9 26,872 39.8 1,898

資産合計 64,277 100.0 67,454 100.0 3,177
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前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（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）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形 ※３ 7,613 7,800

工事未払金 ※３ 14,336 17,492

短期借入金 ※１ 13,333 11,761

未払金 ※３ 49 184

未払法人税等 788 399

未払消費税等 375 －

未払費用 446 87

未成工事受入金 ※３ 8,247 8,011

預り金 688 377

前受収益 35 35

完成工事補償引当金 82 109

その他流動負債 33 32

流動負債合計 46,032 71.6 46,290 68.6 257

Ⅱ 固定負債

長期借入金 ※１ 6,958 7,832

退職給付引当金 2,498 2,598

役員退職慰労引当金 106 112

再評価に係る繰延税
金負債

※５ 1,192 1,582

繰延税金負債 － 163

受入敷金保証金 306 305

固定負債合計 11,061 17.2 12,595 18.7 1,534

負債合計 57,094 88.8 58,886 87.3 1,792

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 1,086 1.7 1,086 1.6 0

Ⅱ 資本剰余金

1.資本準備金 1,561 1,561

資本剰余金合計 1,561 2.4 1,561 2.3 0

Ⅲ 利益剰余金

1.利益準備金 271 271

2.別途積立金 750 850

3.当期未処分利益 961 1,182

利益剰余金合計 1,982 3.1 2,304 3.4 321

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ 1,737 2.7 1,346 2.0 △390

Ⅴ その他有価証券評価
差額金

816 1.3 2,271 3.4 1,454

Ⅵ 自己株式 ※４ △1 △0.0 △1 △0.0 △0

資本合計 7,182 11.2 8,568 12.7 1,385

負債資本合計 64,277 100.0 67,454 100.0 3,177
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅰ 売上高

完成工事高 ※１ 73,370 77,645

兼業事業売上高 ※２ 755 74,126 100.0 1,304 78,950 100.0 4,823

Ⅱ 売上原価

完成工事原価 ※４ 67,473 71,402

兼業事業売上原価 351 67,825 91.5 1,077 72,479 91.8 4,654

売上総利益

完成工事総利益 5,896 6,243

兼業事業総利益 404 6,301 8.5 226 6,470 8.2 169

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※３
※４

4,983 6.7 5,138 6.5 154

営業利益 1,317 1.8 1,331 1.7 14

Ⅳ 営業外収益

受取利息 7 4

受取配当金 67 89

雑収入 49 124 0.2 48 141 0.2 17

Ⅴ 営業外費用

支払利息 240 221

雑支出 2 242 0.4 － 221 0.3 △21

経常利益 1,199 1.6 1,252 1.6 53

Ⅵ 特別利益

投資有価証券売却益 71 0

損害賠償金 － 82

その他特別利益 － 71 0.1 20 103 0.1 31

Ⅶ 特別損失

固定資産売却等損 ※５ 24 －

販売用不動産評価損 300 357

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 0 33

訴訟和解金等 － 96

その他特別損失 0 337 0.4 13 501 0.6 164

税引前当期純利益 933 1.3 853 1.1 △80
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

法人税、住民税及び
事業税

840 544

過年度法人税、住民
税及び事業税

－ △52

法人税等調整額 △227 613 0.9 △68 423 0.6 △189

当期純利益 320 0.4 430 0.5 109

前期繰越利益 640 752

当期未処分利益 961 1,182

(3) 利益処分案

前事業年度
（平成17年３月期）

当事業年度
（平成18年３月期）

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　当期未処分利益 961 1,182 221

Ⅱ　利益処分額

１．株主配当金
108

(1株につき5円)
108

(1株につき5円)

２．取締役賞与金 － 13

３．別途積立金 100 208 100 222 13

Ⅲ．次期繰越利益 752 960 207
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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。）

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

２．棚卸資産の評価基準及び評

価方法

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

販売用不動産、未成工事支出金

同左

３．有形固定資産の減価償却の

方法

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。

同左
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．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、期末に

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（3,149百万

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、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、各事業年度の発生

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事業年

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

５．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。

６．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

７．消費税等に相当する額の会

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。

同左
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重要な会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業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

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

　「預け金」は、前事業年度末は、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、当事業年度

末において資産の総額の100分の１を超えたため区分掲

記しました。

　なお、前事業年度末の「預け金」の金額は376百万円

であります。

――――――

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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、当事業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、税引前当期純利益が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、当事業年度より当該損失

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、税引前当期純利益が、

586百万円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　このうち下記のとおり担保に供しています。 ※１　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。

※２　会社が発行する株式の総数 ※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 43,200千株

発行済株式の総数 普通株式 21,720千株

普通株式 43,200千株

発行済株式の総数 普通株式 21,720千株

※３　関係会社に対する資産・負債 ※３　関係会社に対する資産・負債

工事未収入金 1,614百万円

未収入金 8百万円

支払手形 767百万円

工事未払金 943百万円

未払金 9百万円

未成工事受入金 1,514百万円

受取手形 1百万円

工事未収入金 1,446百万円

未収入金 65百万円

支払手形 334百万円

工事未払金 1,195百万円

未払金 22百万円

未成工事受入金 2,814百万円

※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。

※５　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。

※５　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事業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事業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。

なお、土地再評価差額金については、土地の再評

価に関する法律第７条の２第１項の規定により、

配当に充当することが制限されております。

なお、土地再評価差額金については、土地の再評

価に関する法律第７条の２第１項の規定により、

配当に充当することが制限されております。
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

　６　保証債務 　６　保証債務

―――――― ㈱マリモ 142百万円 （手付金等保証)

　７　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の増

加額は、816百万円であり、配当に充当する事が制

限されております。

　７　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の増

加額は、2,271百万円であり、配当に充当する事が

制限されております。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　このうち関係会社に対する完成工事高は、21,732百

万円であります。

※１　このうち関係会社に対する完成工事高は、25,945百

万円であります。

※２　兼業事業売上高の内訳は次のとおりであります。 ※２　兼業事業売上高の内訳は次のとおりであります。

不動産売上高 95百万円

賃貸収入 660百万円

計 755百万円

不動産売上高 558百万円

賃貸収入 745百万円

計 1,304百万円

なお、このうち関係会社に対するものは、246百万

円であります。

なお、このうち関係会社に対するものは、337百万

円であります。

※３　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の総額

は73百万円であります。

※３　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の総額

は79百万円であります。

※４　退職給付費用及び役員退職慰労引当金繰入額は、下

記のとおり配賦しております。

※４　退職給付費用及び役員退職慰労引当金繰入額は、下

記のとおり配賦しております。

区分
退職給付費用
（百万円）

役員退職慰労
引当金繰入額
（百万円）

販売費及び
一般管理費

249 33

完成工事及び
未成工事

273 4

計 523 37

区分
退職給付費用
（百万円）

役員退職慰労
引当金繰入額
（百万円）

販売費及び
一般管理費

280 33

完成工事及び
未成工事

327 3

計 607 37

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　              ――――――

工具器具・備品 0百万円

計 0百万円

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

土地 9百万円

計 24百万円

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

　前事業年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当事業年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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 905百万円

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 42百万円

その他 552百万円

繰延税金資産小計 2,285百万円

評価性引当額 △82百万円

繰延税金資産合計 2,203百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △560百万円

繰延税金資産の純額 1,642百万円

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 976百万円

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 51百万円

工事損失引当金 238百万円

その他 465百万円

繰延税金資産小計 2,370百万円

評価性引当額 △82百万円

繰延税金資産合計 2,288百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,558百万円

その他 △16百万円

繰延税金負債小計 △1,574百万円

繰延税金資産の純額 713百万円

平成17年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、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、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 883百万円

固定資産―繰延税金資産 759百万円

流動資産―繰延税金資産 877百万円

固定負債―繰延税金負債 △163百万円

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 10.6%

永久に益金に算入されない項目 △0.9%

住民税均等割 4.9%

評価性引当額 8.9%

その他 1.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.7%

法定実効税率 40.7

（調整）

永久に損金に算入されない項目 11.6%

永久に益金に算入されない項目 △1.5%

住民税均等割 5.6%

評価性引当額 △0.1%

その他 △0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.7%
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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） 330.78 393.94

１株当たり当期純利益（円） 14.76 19.17

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
前事業年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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） 320 430

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 13

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (13)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 320 416

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。

-14-



７．受注実績・売上実績・手持工事高

（１）受注実績

区分

前事業年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当事業年度
（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 ％ ％

建築工事 53,076 65.6 51,747 66.6 △2.5

土木工事 27,822 34.4 25,982 33.4 △6.6

合計 80,898 100.0 77,729 100.0 △3.9

（２）売上実績

区分

前事業年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当事業年度
（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 ％ ％

建築工事 41,997 56.7 48,717 61.7 16.0

土木工事 31,373 42.3 28,928 36.6 △7.8

建設事業計 73,370 99.0 77,645 98.3 5.8

不動産事業 755 1.0 1,304 1.7 72.5

合計 74,126 100.0 78,950 100.0 6.5

（３）手持工事高

区分

前事業年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

増減

手持工事高 構成比 手持工事高 構成比 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ ％

建築工事 36,388 58.8 39,418 63.7 8.3

土木工事 25,454 41.2 22,508 36.3 △11.6

合計 61,842 100.0 61,926 100.0 0.1
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８．役員の異動

　（１）代表者の異動

　　該当事項はありません。

　

（２）その他の役員の異動 

　　（平成18年６月28日付予定） 

１．新任取締役候補 

 　 取締役　　　　　　若　林　義　男（現　常務執行役員　営業本部長兼営業本部首都圏営業推進本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼支店統括本部長）

２．退任予定取締役

　　取締役　　　　　　桃　井　　　禎（当社顧問に就任予定）

３．新任監査役候補

 　 監査役（非常勤）　早　野　　　実（現　小田急商事㈱専務取締役）

　　監査役（非常勤）　間　瀬　卓　正（現　小田急電鉄㈱エリア開発部長）

 　＊早野実および間瀬卓正の両氏は、社外監査役の候補者です。

４．退任予定監査役　　

　　監査役（非常勤）　磯　田　壯一郎

　　監査役（非常勤）　鈴　木　正　俊

　　監査役（非常勤）　小　松　孝　雄

５．新任執行役員候補 

　　執行役員　　　　　手　塚　孝　之（現　小田急電鉄㈱総務部課長）

　　執行役員　　　　　高　野　正　治（現　㈱フラッグス取締役）　　　　

　　執行役員　　　　　園　部　保　典（現　営業本部顧問）

　　　執行役員　　　　　古　谷　　　栄（現　営業本部首都圏営業推進本部民間営業第一部長）

６．退任予定執行役員 

　　専務執行役員　　　桃　井　　　禎（当社顧問に就任予定）

　　　　執行役員　　　浦　野　　　弘

　　　　執行役員　　　星　野　雅　之
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