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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 （百万円未満切捨て）

 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 194,577 10.7 4,291 △21.3 4,094 △16.5

17年３月期 175,790 △3.3 5,454 △12.0 4,905 △10.9

 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 1,427 31.1 9.12 9.08 3.6 2.1 2.1

17年３月期 1,088 △6.8 6.98 － 3.0 2.5 2.8

（注） ①持分法投資損益 18年３月期 －百万円  17年３月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期   156,449,679株  17年３月期 155,886,250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

(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 198,439 43,504 21.9 278.11

17年３月期 193,768 36,700 18.9 234.54

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年３月期 156,427,572株  17年３月期 156,476,368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 △19 △2,584 △6,994 35,144

17年３月期 18,743 1,370 △9,477 44,624

(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 ４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 ０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 82,000 400 △100

通　期 189,000 3,300 1,200

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 7円67銭  

※　上記予想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

　　異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の９ページを参照ください。



１．企業集団の状況

　当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という。）、子会社４社および関連会社４

社（内、連結対象は子会社４社）で構成され、建設事業を主な事業とし、その他不動産事業などの事

業活動を展開しています。

　当社グループの事業に係わる位置づけおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりです。

　なお、当社グループが営んでいる事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一です。

（建設事業）

　当社は総合建設業を営んでおり、建設資機材の一部をテッケン興産㈱より調達している他、㈱

ジェイテックが専門工事の施工を行い、それらの一部は当社が発注しています。

（不動産事業）

  当社とテッケン興産㈱、下関コアビル㈱が住宅および土地開発関連事業を営んでいます。

　また、特定の土地開発関連事業を営んでいました富士バードタウン㈱につきましては、会社解散

の株主総会決議を行い清算中です。

（その他事業）

　テッケン興産㈱が建設資機材関連事業とスポーツ施設運営を営み、㈱岡崎ゴルフ倶楽部がゴルフ

場を運営しています。

　また、墨田コートハウスサービス㈱、プラザノースマネジメント㈱（平成17年７月設立）および

八千代ゆりのき台ＰＦＩ㈱（平成17年８月設立）がＰＦＩ関連事業を営んでいます。
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　事業の系統図は次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不動産事業 その他事業 建設事業 

㈱ジェイテック 

テッケン興産㈱ 

富士バードタウン㈱ 

下関コアビル㈱ 

 

(スポーツ施設・資機材関連) 

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

(ゴルフ場) 

 

工事施工 
不動産売買 
不動産賃貸借 
工事施工 

施設賃貸 
ＰＦＩ関連 
工事施工 

連結子会社を表示 

関連会社を表示 

お客さま および 取引先 

当社グループ 

資機材販売 

当    社 

建設事業 不動産事業 その他事業 

(ＰＦＩ関連) 

墨田コートハウス 

サービス㈱ 

 
プラザノース   

マネジメント㈱ 

八千代ゆりのき台 

ＰＦＩ㈱ 
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２．経営方針

（経営の基本方針）

　当社は、経営の基本方針として

「信用と技術」を基本として

安全で機能的な人間味あふれる環境を提供し

会社の成長と従業員の福祉の増進をはかり

社会の繁栄に貢献する

を経営理念に掲げています。

これは当社創設以来の、不朽の方針を表しており、“株主・お客さま・取引先など関係あるすべて

のステークホルダー”から「価値ある企業」として支持され、21世紀にその存在を主張する「新生鉄

建」の基本理念です。

当社では、平成16年４月より３カ年計画『中期経営計画“２００４”』をスタートさせました。『中

期経営計画“２００４”』を、前経営計画で実施してきた一連の改革を定着させ、将来の飛躍へとつ

なげていく計画と位置づけ

１．コンプライアンス体制の充実

　　（コンプライアンスをすべてに優先させる）

２．お客さま第一主義の徹底

　　（お客さまのベストパートナーに徹する）

３．技術を基盤とした経営

　　（技術力＜専門力＞を営業・施工・財務等の経営基盤の中心に据える）

  ４．安定した黒字体質の構築

  　　（コスト追求により安定した黒字体質を構築する）

  ５．働きがいの創出

      （社員個人の能力を高め自己実現フィールドを拡大していく）

の５つを経営計画の基本方針として定め、全社をあげてその実行に取り組んでいます。
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（会社の利益配分に関する基本方針）

当社は、総合建設業としての技術革新と競争力を保持するため、人的資源および技術研究開発など

への投資と企業リスク回避のための内部留保に努め、経営基盤の維持補強を図るとともに、株主の皆

様に対する利益還元についても安定配当の継続を重視した利益配分を基本方針としています。

  （目標とする経営指標）

『中期経営計画“２００４”』では、最終年度である平成18年度において、以下の経営目標の達成

を目指してまいりました。

　　　　　・受注高　　　　1,900億円　　　　・売上高　　　　1,900億円

　　　　　・経常利益　　　　 48億円　　　　・有利子負債　　　630億円以内

このうち、有利子負債に関しましては１年前倒しで目標を達成することができましたが、経常利益

については、激変する経営環境の中、平成18年度においての達成は困難なことが予想されます。

（中長期的な会社の経営戦略）

当社は、『中期経営計画“２００４”』において、前述した５つの基本方針のもと、営業・施工・

財務それぞれの分野における“技術力（専門力）”を存分に発揮し、特色ある企業として確固たる経

営基盤を確立するとともに、ＪＲ東日本・鹿島との「３社連携」を核とした企業間ネットワークを構

築し、新たな事業領域への進出を目指してまいりました。

『中期経営計画“２００４”』の最終年度である平成18年度については、引き続き以下の重点施策

を確実に実行していくとともに、経営環境の変化を見極めつつ、次期中期経営計画の策定に着手して

まいります。

① コンプライアンスと情報のフラット化

新たな法制度への対応を踏まえ、内部統制システムの構築やコンプライアンス教育の継続を進めて

まいります。また、情報のフラット化に対する意識の高揚、危機管理体制の強化を図り、トラブルを

未然に防ぐ体制を作ります。　

② 技術商品開発

総合評価方式に向けた技術提案力強化のための商品企画や新規商品の実施工導入による得意分野の

優位性確保を図ってまいります。

③ 財務体質の改善と販売費及び一般管理費の削減

継続して有利子負債の削減に努めるとともに、販売費及び一般管理費の削減に取り組んでまいりま

す。

④ 人材育成

市場ニーズに幅広く対応できる技術者を育成するため、計画的に有資格者を確保していく仕組み作

りと技術の伝承へ向けての戦略的な取り組みを進めてまいります。
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⑤ 営業力の強化

今後増加が予想される総合評価方式に関わる組織体制を強化し、当社が得意とする分野の受注拡大

に努めます。また、企画提案営業の推進へ向けて営業戦略機能の強化を図ります。

⑥ コストダウン

厳しい価格競争の続く中、価格競争力を向上させるため、コストダウンプロジェクトチームの取り

組みを定着させ、成果を全国に水平展開してまいります。

⑦ 拡大する事業領域

企業連携や企業間ネットワークを活用し、土木分野においては防災、エネルギー、環境、更生・補

修、建築分野においてはリニューアル、商業施設等、今後拡大すると予想される事業領域へ営業展開

してまいります。

⑧ 海外事業

安定受注の確保や営業利益の向上に向けての体制作りを進めてまいります。

⑨ ＰＦＩ事業

ＰＦＩ事業の取り組み体制の強化と当社主導の事業参画へのシフトを進めてまいります。

⑩ 都市再生への取り組み

得意分野からの事業提案・参画により、都市再生への取り組みを拡大していきます。また、企業間

ネットワークを活用して、事業参画領域の拡大を目指します。

⑪ ＰＭ／ＣＭ（プロジェクトマネジメント／コンストラクションマネジメント）への取り組み

市場動向の分析、手法・事例の研究、実施体制の整備、企業間ネットワークの活用など、将来のＰ

Ｍへの展開基盤として、ＣＭ実施体制を確立してまいります。

⑫ グループ経営

グループ外取引によるキャッシュフローの拡大に継続して取り組むとともに、グループ会社との連

携を強化してまいります。

鉄建建設株式会社（連結）

- 5 -



（会社の対処すべき課題）

今後の経済見通しにつきましては、景気回復の足取りは確実になっているものの、公共投資の削減

には歯止めがかからず、民間工事の競争も引き続き激化しており、厳しい受注環境が継続するものと

予測しています。また、入札契約の適正化に向けての様々な施策が打ち出されるなど、建設業界を取

り巻く環境が激変しております。

このような状況の中、平成18年度は『中期経営計画“２００４”』の総仕上げの年として、

　・経営の根幹を担うコンプライアンス体制の充実

　・本業（営業、工事）強化のための取り組み

　・経営基盤強化のための取り組み

を主要なテーマとして12項目の重点施策等を引き続き実行してまいります。

また、経営環境の変化や新たな課題に対応するため、 

　・コンプライアンス営業の徹底

　・技術を中心とした体制の構築

　・建築部門の営業力・収益力の強化

　・鉄道工事に関わる安全推進体制の再構築

を特に重点的に取り組む４つの柱と定めました。

平成17年度より取り組んできた開発等事業推進体制の構築については、「新事業プロジェクト推進

室」を立ち上げ、新たな事業領域への進出を目指して、新しい仕組み・ルールのもとで具体的な案件

への取り組みを開始することとなりました。

（親会社等に関する事項） 

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（経営成績）

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰の影響が懸念されましたが、企業収益の

改善や設備投資の拡大ならびに個人消費の増加により、着実に回復基調で推移しました。

　一方、当社グループの主たる事業分野である建設業界におきましては、民間建設投資は堅調に推移

しましたが、依然として政府建設投資の減少基調が続いており、受注競争の激しさも加わり、全体と

しては厳しい経営環境となりました。

　このような状況の中、当社グループでは、平成16年度よりスタートさせた３カ年計画『中期経営計

画“２００４”』の達成へ向けて、12項目の重点施策の実行を加速させてまいりました。

  また、当社グループを取り巻く経営環境の変化や新たな課題に対応するため、

・危機管理体制のパワーアップ

・コストダウンへの取り組み強化

・開発等事業推進体制の構築

・ＩＴ戦略の再構築

を新たなテーマとしてプロジェクトチーム等を設けて取り組んでまいりました。

この結果、危機管理の一段のレベルアップと平成18年度からの開発等事業の推進体制を確立するこ

とができ、また有利子負債につきましても、『中期経営計画“２００４”』の目標を１年前倒しで達

成することができました。

当社グループの当連結会計年度の業績については、受注高187,618百万円（前連結会計年度比0.1％

増）、売上高194,577百万円（前連結会計年度比10.7％増）、経常利益4,094百万円（前連結会計年度

比16.5％減）、当期純利益1,427百万円（前連結会計年度比31.1％増）となりました。

 （注）当社グループにおいては、建設事業以外は受注生産活動を行っていません。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。（事業の種類別セグメントごとの業績について

は、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しています。） 

（建設事業）

建設事業については、受注高187,618百万円（前連結会計年度比0.1％増）、売上高189,805百万円

（前連結会計年度比12.5％増）、営業利益3,637百万円（前連結会計年度比30.4％減）となりました。

（不動産事業）

不動産事業については、売上高3,268百万円（前連結会計年度比40.3％減）、営業利益532百万円（前

連結会計年度比307.0％増）となりました。 

（その他事業）

その他事業については、売上高19,005百万円（前連結会計年度比6.2％増）、営業利益114百万円（前

連結会計年度比20.3％増）となりました。 
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（財政状態）

①　当連結会計年度末の資産の状況 

・総資産　　　　　　198,439百万円　　　　（前連結会計年度末比2.4％増）

・株主資本　　　　　 43,504百万円　　　　（前連結会計年度末比18.5％増）

・株主資本比率　　　 　21.9％　　　　　　（前連結会計年度末比3.0ポイント増）

②　当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況 

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,480百万円（21.2％）

減少し35,144百万円となりました。

　各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

　・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3,324百万円、未成工事支出金の減少1,488百万円、たな卸不動産の減少

1,305百万円、仕入債務の増加3,464百万円などによる資金の流入がありましたが、売上債権の増加

11,474百万円を主因とする資金の流出があり、営業活動によるキャッシュ・フローは△19百万円（前

連結会計年度は18,743百万円）となりました。

　・投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の取得による支出2,375百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは、

△2,584百万円（前連結会計年度は1,370百万円）となりました。

　・財務活動によるキャッシュ・フロー

　借入金返済は14,403百万円となり、積極的に有利子負債の削減を進める一方、長期の安定した資金

として無担保社債の発行で4,913百万円、長期借入れで3,200百万円を調達しています。その結果、財

務活動によるキャッシュ・フローは△6,994百万円（前連結会計年度は△9,477百万円）となりました。

  なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

指　　　　標 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

 株主資本比率  18.3 ％  18.9 ％ 21.9 ％

 時価ベースの株主資本比率   14.7 ％  16.7 ％ 21.3 ％

 債務償還年数   8.5 年 　 3.5 年 －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  8.3 倍  19.8 倍 －

（注）１．各指標の算出は、以下の算式を使用しています。 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 

４．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・フローを使用しています。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対象としています。また、利息の支払額は連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

５．平成18年３月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載し

ていません。
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（次期の見通し）

　建設業界を取り巻く環境が激変する中、市場環境は引き続き厳しさを増し、さらなる競争の激化が

進むものと思われます。

　当社グループの通期の業績見通しにつきましては、

売上高　　　　　　　189,000百万円

経常利益　　　　　　  3,300百万円

当期純利益　　　　　  1,200百万円

を予定しています。

※上記予想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場合があります。
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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）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

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  

１　現金預金 ※３ 44,624 35,144 △9,480

２　受取手形・完成工事未
収入金等

68,490 80,167 11,677

３　有価証券 28 75 47

４　未成工事支出金等 9,203 7,436 △1,767

５　たな卸不動産 8,098 6,793 △1,305

６　繰延税金資産 7,538 6,396 △1,141

７　その他流動資産 3,027 3,179 151

貸倒引当金 △381 △350 30

流動資産合計 140,629 72.6 138,843 70.0 △1,786

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物・構築物 ※３ 17,713 17,185 △528

(2）機械・運搬具・工具
器具備品

2,658 2,494 △164

(3）土地
※２
※３

14,389 14,303 △86

(4) 建設仮勘定  － 0 0

(5）コース勘定 690 690 －

減価償却累計額 △10,838 △11,137 △298

有形固定資産合計 24,613 12.7 23,536 11.8 △1,077

２　無形固定資産 122 0.1 132 0.1 10

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券
※１
※３

19,872 31,822 11,949

(2）長期貸付金 ※３ 733 672 △61

(3）繰延税金資産 5,946 1,575 △4,370

(4）破産債権、更生債権
等

4,459 3,468 △990

(5）その他投資等 1,662 1,835 172

貸倒引当金 △4,272 △3,447 824

投資その他の資産合計 28,402 14.6 35,927 18.1 7,524

固定資産合計 53,139 27.4 59,596 30.0 6,457

資産合計 193,768 100.0 198,439 100.0 4,670
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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）

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  

１　支払手形・工事未払金
等

58,125 61,589 3,464

２　短期借入金 ※３ 49,104 38,664 △10,440

３　社債（１年以内償還予
定）

 － 600 600

４　未成工事受入金等 7,618 6,591 △1,027

５　完成工事補償引当金 310 415 105

６　賞与引当金 833 832 △0

７　偶発損失引当金 776 911 134

８　工事損失引当金 143 40 △103

９　その他流動負債 7,510 9,882 2,371

流動負債合計 124,423 64.3 119,527 60.2 △4,895

Ⅱ　固定負債  

１　社債 6,000 10,100 4,100

２　転換社債 4,728 4,728 －

３　長期借入金 ※３ 6,486 5,723 △763

４　再評価に係る繰延税金
負債

※２ 3,580 3,578 △2

５　退職給付引当金 8,322 8,443 121

６　役員退職慰労引当金 195 20 △175

７　偶発損失引当金 1,319 896 △422

８　連結調整勘定 － 382 382

９　その他固定負債 1,365 1,379 14

固定負債合計 31,997 16.5 35,253 17.8 3,255

負債合計 156,421 80.8 154,781 78.0 △1,640

（少数株主持分）  

少数株主持分 647 0.3 153 0.1 △493

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 18,293 9.4 18,293 9.2 －

Ⅱ　資本剰余金 5,329 2.7 5,329 2.7 －

Ⅲ　利益剰余金 9,228 4.8 10,031 5.0 802

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２ 933 0.5 1,166 0.6 233

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

2,941 1.5 8,720 4.4 5,779

Ⅵ　自己株式 ※６ △26 △0.0 △37 △0.0 △11

資本合計 36,700 18.9 43,504 21.9 6,804

負債、少数株主持分
及び資本合計

193,768 100.0 198,439 100.0 4,670
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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  

１　完成工事高 ※３ 168,662 189,731  

２　その他事業売上高 7,128 175,790 100.0 4,846 194,577 100.0 18,786

Ⅱ　売上原価  

１　完成工事原価 152,460 174,697  

２　その他事業売上原価 6,532 158,993 90.4 4,009 178,706 91.8 19,713

売上総利益  

完成工事総利益 16,202 15,033  

その他事業総利益 595 16,797 9.6 837 15,870 8.2 △926

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

      

１　従業員給料手当 5,404 －  

２　賞与引当金繰入額 319 －  

３　退職給付費用 763 －  

４　役員退職慰労引当金繰
入額

65 －  

５　法定福利費 617 －  

６　通信交通費 828 －  

７　調査研究費 303 －  

８　交際費 211 －  

９　地代家賃 365 －  

10　減価償却費 227 －  

11　その他販売費及び一般
管理費

2,237 11,343 6.5 － 11,578 6.0 235

営業利益 5,454 3.1 4,291 2.2 △1,162

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 54 36  

２　受取配当金 190 230  

３　有価証券売却益 － 24  

４　連結調整勘定償却額 － 95  

５　団体保険配当金 82 101  

６　為替差益 81 98  

７　団体保険金 52 －  

８　その他 80 542 0.3 136 724 0.4 182

 

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 942 801  

２　その他 149 1,091 0.6 120 922 0.5 △169

経常利益 4,905 2.8 4,094 2.1 △811
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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)

Ⅵ　特別利益  

１　前期損益修正益 ※４ 25 94  

２　投資有価証券売却益  924 201  

３　貸倒引当金戻入額  129 143  

４　偶発損失引当金戻入額 － 65  

５　ゴルフ会員権買取益 14 －  

６　その他特別利益 ※５ 15 1,110 0.6 24 529 0.3 △581

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損 ※６ 997 －  

２　ゴルフ会員権売却損 23 －  

３　固定資産評価損 ※７ 839 －  

４　ゴルフ会員権評価損 11 －  

５　投資有価証券評価損 19 －  

６　貸倒引当金繰入額 110 －  

７　貸倒損失 14 －  

８　販売用不動産・兼業事
業支出金評価損

1,050 －  

９　関係会社整理損 ※９ 1,786 －  

10　事業所廃止損 ※10 909 －  

11　減損損失 ※11 － 550  

12　偶発損失引当金繰入額  441 294  

13　違約損害金  － 192  

14　その他特別損失 ※８ 327 6,532 3.7 262 1,299 0.7 △5,233

         

税金等調整前当期純利
益

－ － 3,324 1.7 3,324

税金等調整前当期純損
失

517 △0.3 － － △517

法人税、住民税及び事
業税

230 276  

法人税等調整額 △2,008 △1,778 △1.0 1,559 1,835 1.0 3,613

少数株主利益 172 0.1 61 0.0 △111

当期純利益 1,088 0.6 1,427 0.7 338
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(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 5,304 5,329 24

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１　自己株式処分差益 24 24 － － △24

Ⅲ　資本剰余金期末残高 5,329 5,329 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 7,759 9,228 1,469

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１　当期純利益 1,088 1,427  

２　土地再評価差額金取崩
額

275 －  

３　連結子会社の減少に伴
う利益剰余金増加高

490 1,854 － 1,427 △427

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１　配当金 385 391  

２　土地再評価差額金取崩
額

－ 385 233 624 238

Ⅳ　利益剰余金期末残高 9,228 10,031 802
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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 － 3,324 3,324

税金等調整前当期純損失 △517 － 517

減価償却費 865 689 △175

減損損失 － 550 550

連結調整勘定償却額 － △95 △95

貸倒引当金の増加・減少（△）額 589 △139 △728

退職給付引当金の増加・減少
（△）額

286 121 △165

その他の引当金の増加・減少
（△）額

185 △462 △648

受取利息及び受取配当金 △245 △267 △22

支払利息 942 801 △140

有価証券・投資有価証券売却損・
益（△）

△924 △218 705

有価証券・投資有価証券評価損 19 － △19

有形固定資産売却損・益（△） 2,689 － △2,689

無形固定資産売却損・益（△） － 0 0

売上債権の減少・増加（△）額 4,876 △11,474 △16,350

未成工事支出金の減少・増加
（△）額

△2,798 1,488 4,286

たな卸不動産の減少・増加（△）
額

3,952 1,305 △2,647

その他の資産の減少・増加（△）
額

347 294 △53

仕入債務の増加・減少（△）額 5,536 3,464 △2,071

未成工事受入金の増加・減少
（△）額

1,292 △1,024 △2,317

預り入会保証金の増加・減少(△)
額

△20 △7 13

その他の負債の増加・減少（△）
額

1,074 2,349 1,274

その他 1,420 213 △1,206

小計 19,574 914 △18,660

利息及び配当金の受取額 243 269 25

利息の支払額 △948 △797 150

法人税等の支払額 △126 △404 △278

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

18,743 △19 △18,762
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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

 

  少数株主からの持分取得による支
出

－ △74 △74

有価証券の売却による収入 24 46 21

有形固定資産の取得による支出 △251 △200 50

有形固定資産の売却による収入 301 215 △85

無形固定資産の取得による支出 △14 △32 △17

無形固定資産の売却による収入 － 0 0

投資有価証券の取得による支出 △21 △2,375 △2,353

投資有価証券の売却による収入 1,328 269 △1,059

貸付けによる支出 △128 △60 68

貸付金の回収による収入 102 128 25

その他の投資の取得による支出 － △500 △500

その他の投資の売却による収入 29 0 △29

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,370 △2,584 △3,955

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

短期借入金純増加・減少（△）額 △7,600 △1,780 5,820

長期借入れによる収入 1,550 3,200 1,650

長期借入金の返済による支出 △9,108 △12,623 △3,515

社債の発行による収入 5,894 4,913 △981

社債の償還による支出 － △300 △300

自己株式の減少・増加（△）額 173 △11 △184

配当金の支払額 △385 △392 △6

少数株主への配当金の支払額 △2 △2 －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△9,477 △6,994 2,482

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差
額

20 118 98

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額

10,655 △9,480 △20,136

Ⅵ現金及び現金同等物期首残高 34,039 44,624 10,584

Ⅶ連結除外に伴う現金及び現金同等
物の減少額 

△71 － 71

Ⅷ現金及び現金同等物期末残高 44,624 35,144 △9,480
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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

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 　すべての子会社（４社）を連結してい

ます。

連結子会社名

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

富士バードタウン㈱ 

㈱ジェイテック 

　テッケン興産㈱と㈱テッケンスポーツ

は、平成16年７月１日にテッケン興産㈱

を存続会社として合併しました。

　前連結会計年度まで連結子会社に含め

ていましたジー・ケー開発㈱は、民事再

生計画の認可決定が平成17年１月５日に

確定したことにより、連結の範囲から除

外しています。

　すべての子会社（４社）を連結してい

ます。

連結子会社名

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

富士バードタウン㈱ 

㈱ジェイテック 

　

２．持分法の適用に関する事項 　関連会社に関する投資額については、

持分法を適用していません。

同　左

持分法非適用の関連会社名 

下関コアビル㈱ 

墨田コートハウスサービス㈱ 

持分法非適用の関連会社名 

下関コアビル㈱ 

墨田コートハウスサービス㈱ 

　　　 プラザノースマネジメント㈱

 　　　八千代ゆりのき台ＰＦＩ㈱

 

　持分法非適用の関連会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外し

ています。

　持分法非適用の関連会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外し

ています。

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当社と一致し

ています。

同　左

鉄建建設株式会社（連結）
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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）

４．会計処理基準に関する事項 (１)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

ａ．満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

ａ．満期保有目的債券

同　左

ｂ．その他有価証券

(ａ)時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（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）

ｂ．その他有価証券

(ａ)時価のあるもの

　同　左

(ｂ)時価のないもの

　移動平均法による原価法

(ｂ)時価のないもの

　同　左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同　左

③たな卸資産

たな卸不動産

個別法による原価法

③たな卸資産

たな卸不動産

同　左

未成工事支出金等(未成工事支出金)

個別法による原価法

未成工事支出金等(未成工事支出金)

同　左

未成工事支出金等(材料貯蔵品)

移動平均法による原価法

　ただし、一部の連結子会社は貯蔵

品や商品に最終仕入原価法や先入先

出法による原価法を採用しています。

未成工事支出金等(材料貯蔵品)

同　左

(２)重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産

　定率法によっています。 

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっています。 

　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

の基準によっています。 

(２)重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産

　同　左 

 

 

②無形固定資産

　定額法によっています。

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ています。

　ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっていま

す。

②無形固定資産

同　左

鉄建建設株式会社（連結）
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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）

(３)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

　支出時に全額費用処理しています。

(３)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

　同　左

(４)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　売上債権及び貸付金等の貸倒れによ

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

しています。

(４)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　左

②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、当連結会計年度の完成工事

高（進行基準工事を含む）に対する将

来の見積補償額に基づいて計上してい

ます。

②完成工事補償引当金

同　左

③賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額基準により計上しています。

③賞与引当金

同　左

④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、当連結会計年度末手持工事の

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ることができる

工事について、損失見込額を計上して

います。 

④工事損失引当金 

同　左 

⑤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

ています。

　過去勤務債務は発生時に一括償却し

ています。

　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

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

しています。

⑤退職給付引当金

　同　左
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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）

⑥役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えて、

内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しています。

⑥役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は、役員の退職慰

労金の支給に備えて、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上してい

ます。

（追加情報）

　当社は、平成17年３月に役員退職慰

労金に係る内規を廃止し、平成17年６

月29日開催の定時株主総会において慰

労金の打切り支給議案が可決されまし

た。これにより当連結会計年度におい

て当社に係る「役員退職慰労引当金」

を全額取崩し、役員退任時の支給額に

対応する未払い分については、流動負

債の「その他流動負債」に含めて表示

しています。

⑦偶発損失引当金

　債務保証等に伴い発生する損失に備

えるため、契約条件及び債務保証先の

財政状態等を個別に検討し、損失負担

見込額を計上しています。

⑦偶発損失引当金

同　左

(５)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

によっています。

(５)重要なリース取引の処理方法

同　左

(６)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理を採用していま

す。

(６)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

　デリバティブ取引（金利スワッ

プ）

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

同　左

ｂ．ヘッジ対象

　相場変動による損失の可能性が

あり、相場変動が評価に反映され

ていないもの及びキャッシュ・フ

ローが固定され、その変動が回避

されるもの

ｂ．ヘッジ対象

同　左

③ヘッジ方針

　主に当社の内部規定である「金融市

場リスク管理方針」に基づき、相場変

動及び金利変動をヘッジしています。

　なお、主なリスクとして借入金の金

利変動をヘッジしています。

③ヘッジ方針

同　左 

 

鉄建建設株式会社（連結）

- 20 -



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）

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理を採用して

いるため、ヘッジ有効性評価は省略し

ています。

④ヘッジ有効性評価の方法

同　左

(７)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①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、工期12か月以上、

請負金額１億円以上の国内工事及び工

期12か月以上、請負金額10億円以上の

海外工事については工事進行基準に

よっています。

(７)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①完成工事高の計上基準

同　左

②消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によっていま

す。

②消費税等の会計処理

同　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価は全

面時価評価法によっています。

　同　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、金額が僅少なため発

生年度に全額償却しています。

　連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行なっています。ただし、

連結調整勘定の金額に重要性が乏しいも

のは、発生年度に一括償却しています。

（追加情報）

　従来、連結調整勘定は少額であったこ

とから、発生時の損益として処理してい

ましたが、金額的重要性が増したことに

伴い、当連結会計年度より少額なものを

除き、５年間にて償却することとしまし

た。この結果、従来の方法に比較して、

経常利益、税金等調整前当期純利益及び

当期純利益がそれぞれ382百万円少なく

計上されています。

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、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づ

いて作成しています。

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

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。

同　左
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会計処理の変更

 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）

　当連結会計年度より、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）を適用していま

す。

　これにより税金等調整前当期純利益は550百万円減少し

ています。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しています。 
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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）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条第２項において、

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を

有価証券とみなすこととされたことに伴い、前連結会計

年度まで「その他投資等」に含めていた投資事業組合へ

の出資金を、当連結会計年度より「有価証券」及び「投

資有価証券」に計上しています。この変更により、「有

価証券」は28百万円、「投資有価証券」は89百万円増加

し、「その他投資等」は117百万円減少しています。

　なお、前連結会計年度において「その他投資等」に含

まれていた投資事業組合への出資金は、127百万円です。

────────────

「入会保証金」 

　前連結会計年度において固定負債に区分掲記していま

した「入会保証金」については、当連結会計年度は負債、

少数株主持分及び資本の合計額の100分の５以下である

ため、固定負債の「その他固定負債」に含めて表示する

こととしました。

　なお、当連結会計年度の「入会保証金」は、1,247百

万円です。 

 ────────────

　

 ────────────

 

 「販売費及び一般管理費」 

 　従来、販売費及び一般管理費については、連結損益

計算書において費目別に区分掲記していましたが、当連

結会計年度から連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高

めるため、連結損益計算書は「販売費及び一般管理費」

として一括掲記し、主要な費目を注記する方法に変更し

ました。

　なお、当連結会計年度において販売費及び一般管理費

を従来の方法により区分掲記した場合の費目別金額は次

のとおりです。

 １ 従業員給料手当 5,659百万円

 ２ 賞与引当金繰入額 329 

 ３ 退職給付費用 686  

 ４ 役員退職慰労引当金繰入額 5  

 ５ 法定福利費 706  

 ６ 通信交通費 824  

 ７ 調査研究費 312  

 ８ 交際費 211  

 ９ 地代家賃 383  

 10 減価償却費 202  

 11 その他販売費及び一般管理費 2,258  

 　合計 11,578  
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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）

 ──────────── 

 

 「団体保険金」

　前連結会計年度において営業外収益に区分掲記してい

ました「団体保険金」については、当連結会計年度は営

業外収益総額の100分の10以下であるため、営業外収益

の「その他」に含めて表示することとしました。

　なお、当連結会計年度の「団体保険金」は、62百万円

です。 

 「貸倒引当金戻入額」 

　「貸倒引当金戻入額」については、前連結会計年度に

おいて特別利益の「前期損益修正益」に含めて表示して

いましたが、特別利益総額の100分の10を超えることと

なったため、当連結会計年度から区分掲記することとし

ました。

　なお、前連結会計年度の「貸倒引当金戻入額」は、22

百万円です。

 ────────────

 

「固定資産評価損」 

　「固定資産評価損」については、前連結会計年度にお

いて特別損失の「その他特別損失」に含めて表示してい

ましたが、特別損失総額の100分の10を超えることとなっ

たため、当連結会計年度から区分掲記することとしまし

た。

　なお、前連結会計年度の「固定資産評価損」は、279

百万円です。 

 ────────────

 

  ────────────

 

「販売用不動産・兼業事業支出金評価損」  

　前連結会計年度において特別損失に区分掲記していま

した「販売用不動産・兼業事業支出金評価損」について

は、当連結会計年度は特別損失総額の100分の10以下で

あるため、特別損失の「その他特別損失」に含めて表示

することとしました。

　なお、当連結会計年度の「販売用不動産・兼業事業支

出金評価損」は、106百万円です。  

  ──────────── 

 

 「ゴルフ会員権評価損」  

　前連結会計年度において特別損失に区分掲記していま

した「ゴルフ会員権評価損」については、当連結会計年

度は特別損失総額の100分の10以下であるため、特別損

失の「その他特別損失」に含めて表示することとしまし

た。

　なお、当連結会計年度の「ゴルフ会員権評価損」は、

12百万円です。  

  ──────────── 

 

 「貸倒損失」  

　前連結会計年度において特別損失に区分掲記していま

した「貸倒損失」については、当連結会計年度は特別損

失総額の100分の10以下であるため、特別損失の「その

他特別損失」に含めて表示することとしました。

　なお、当連結会計年度の「貸倒損失」は、62百万円で

す。  
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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）

（有形固定資産の保有目的の変更）

　当連結会計年度において有形固定資産として従来保有

していた建物・構築物（帳簿価額927百万円）、土地（帳

簿価額2,440百万円）について、保有目的の変更に伴い

評価損（「固定資産評価損」839百万円、「事業所廃止

損」611百万円）控除後の金額を流動資産の「たな卸不

動産」に振り替えています。

────────────

　

 ────────────

 

（仕入等代金支払方法の変更）  

  当連結会計年度より、当社は一部の仕入先への支払方

法を手形払いから一括支払信託方式に変更しました。こ

れにより従来の方式によった場合に比べ、支払手形・工

事未払金等が399百万円減少し、その他流動負債が同額

増加しています。
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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．関連会社に対するものは、次のとおりです。 ※１．関連会社に対するものは、次のとおりです。

投資有価証券（株式） 7百万円 投資有価証券（株式） 20百万円

  

※２．当社は、土地の再評価に関する法律に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、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」として資本の部に計上しています。

※２．当社は、土地の再評価に関する法律に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、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」として資本の部に計上しています。

・再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号

に定める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行

き価格補正等の合理的な調整を行って算出してい

ます。

・再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令第２条第４号

に定める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行

き価格補正等の合理的な調整を行って算出してい

ます。

・再評価を行った年月日　　　平成12年３月31日 ・再評価を行った年月日　　　平成12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

時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との

差額

     4,022百万円

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との

差額

          4,303百万円

  

※３．担保に供している資産

(１)　下記の資産は、長期借入金4,618百万円及び短期

借入金（長期借入金よりの振替分）1,872百万円の

担保に供しています。

※３．担保に供している資産

(１)　下記の資産は、長期借入金4,473百万円及び短期

借入金（長期借入金よりの振替分）1,892百万円の

担保に供しています。

建物・構築物 1,830百万円

土地 1,093

投資有価証券 8,866

　　計 11,791

建物・構築物 1,178百万円

土地 663

投資有価証券 12,988

 　 計 14,830

(２)　下記の資産は工事履行保証等として得意先等へ差

入れています。

(２)　下記の資産は工事履行保証等として得意先等へ差

入れています。

現金預金 383百万円

投資有価証券 32

 　 計 416

現金預金 278百万円

投資有価証券 28

　　計 307

(３)　下記の資産は出資会社等の借入金等の担保に供し

ています。

(３)　下記の資産は出資会社等の借入金等の担保に供し

ています。

投資有価証券 2百万円

長期貸付金 50

　　計 52

投資有価証券 14百万円

長期貸付金 63

　　計 77
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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）

４．偶発債務

（１）連結会社以外の会社等の金融機関借入金等につい

て保証を行っています。

４．偶発債務

（１）連結会社以外の会社等の金融機関借入金等につい

て保証を行っています。

　① 借入金保証

 ㈱魚九 135百万円

 当社従業員 53

 その他４件 165

 計 353

　① 借入金保証

 ㈱魚九 60百万円

 当社従業員 32

 その他４件 147

 　　　　計 241

　② 住宅分譲手付金等保証

 ダイア建設㈱ 43百万円

 その他２件 11

 計 54

 合計 408

　②　 住宅分譲手付金等保証

 ダイア建設㈱ 357百万円

 日神不動産㈱ 3

 計 360

 合計 602

（２）当社の持分法非適用関連会社である墨田コートハ

ウスサービス㈱が保険会社と締結した、東京簡易裁

判所墨田分室庁舎整備等事業に関する履行保証保険

契約に基づく履行保証保険金額に係る求償を受けた

場合、その求償額171百万円に対して連帯保証債務

を負っています。

（２）ＰＦＩ事業に係る履行保証保険契約に対する保証

債務

墨田コートハウスサービス㈱  171百万円

八千代ゆりのき台ＰＦＩ㈱ 99  

　　　 合計 270  

  

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式156,689,563株

です。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式156,689,563株

です。

  

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式213,195

株です。

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式261,991

株です。
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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．　　　　────────────

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りです。

従業員給料手当 5,659百万円

賞与引当金繰入額 329 

退職給付費用 686 

役員退職慰労引当金繰入額 5 

法定福利費 706 

福利厚生費 409 

通信交通費 824 

地代家賃 383 

  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は670百万円です。 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は634百万円です。

  

※３．完成工事高のうちには、工事進行基準によった完成

工事高111,490百万円が含まれています。

※３．完成工事高のうちには、工事進行基準によった完成

工事高120,533百万円が含まれています。

  

※４．前期損益修正益の内容 ※４．前期損益修正益の内容

償却済債権取立額 20百万円

その他 5

合計 25

償却済債権取立額 47百万円

未払金戻入額 23 

過年度事業所閉鎖損戻入額 18 

その他 4

合計 94

  

  

※５．その他特別利益の内容 ※５．　　　　────────────

ゴルフ会員権売却益 11百万円

その他 3

合計 15

※６．固定資産売却損の内容 ※６．　　　　────────────

建物 79百万円

土地 917

合計 997

うち関係会社への土地売却損 851百万円

 

※７．固定資産評価損の内容 ※７．　　　　────────────

建物 179百万円

土地 660

合計 839

  

※８．その他特別損失の内容 ※８．その他特別損失の内容

工事災害損失 276百万円

その他 51

合計 327

販売用不動産・兼業事業支出金評

価損
106百万円

貸倒損失 62 

建物・構築物除却損 47 

その他 45

合計 262
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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）

※９．関係会社整理損について ※９．　　　　────────────

　当社の子会社であったジー・ケー開発㈱の、民事

再生計画の認可決定が平成17年１月５日に確定した

ことによる損失です。内容は建物・構築物売却損

1,639百万円、その他147百万円です。

 

※10．事業所廃止損について ※10．　　　　────────────

　機材センターの廃止に伴う損失です。内容は、建

物・構築物評価損450百万円、土地評価損160百万円、

固定資産除却損84百万円、建物解体費72百万円、そ

の他141百万円です。 

 

※11．　　　　　──────────── ※11．減損損失 

　当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。

 

用途 場所 件数 種類

不動産賃貸 東京都他 ６件
建物・構築物、土

地

その他 北海道他 ３件
機械装置、リース

資産他

 

  当社グループは、建設事業については各支店及び

事業所単位に、不動産賃貸事業及びその他事業につ

いては個別物件毎にグルーピングしています。

　近年の予想し得ない不動産価格の下落及び賃料相

場の低迷ならびに競争激化による収益性の低下等に

より、上記資産の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550百万円として特別損

失に計上しています。

　その内訳は、建物・構築物393百万円、土地86百

万円、その他70百万円です。

　なお、各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、路線価及び固定資産税評価額等を

基に評価しています。
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（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）

　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 44,624百万円

現金及び現金同等物 44,624

現金預金勘定 35,144百万円

現金及び現金同等物 35,144
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①　リース取引関係

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．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

 

１．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

 

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び連結会計年度末残高相当額

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び連結会計年度末残高

相当額

取得価額相
当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

連結会計年
度末残高相
当額
(百万円)

機械装置 77 47 29

車両運搬具 37 15 21

工具器具・備品 340 182 157

無形固定資産 584 190 394

合計 1,039 436 603

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円) 

連結会計
年度末残
高相当額
(百万円)

機械装置 97 61 26 8

車両
運搬具

36 16 － 19

工具器具
・備品

322 210 － 111

無形固定
資産

621 314 － 307

合計 1,077 603 26 447

(注)　取得価額相当額は、未経過リース料連結会計年

度末残高が有形固定資産の連結会計年度末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しています。

(注)　同　左

(２)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 (２)未経過リース料連結会計年度末残高相当額等

１年内 217百万円

１年超 386

合計 603

 　　　  未経過リース料連結会計年度末残高相当額

１年内 203百万円

１年超 266

合計 469

 

リース資産減損勘定の連結会計

年度末残高

22百万円

   

(注)　未経過リース料連結会計年度末残高相当額は、

未経過リース料連結会計年度末残高が有形固定資

産の連結会計年度末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。

(注)　同　左

(３)支払リース料及び減価償却費相当額 (３)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 223百万円

減価償却費相当額 223

支払リース料 235百万円

リース資産減損勘定の取崩額 4 

減価償却費相当額 231

減損損失 26

  

(４)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。

(４)減価償却費相当額の算定方法

同　左
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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）

２．オペレーティング・リース取引

 

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

 

未経過リース料

１年内 90百万円

１年超 11

合計 102

１年内 5百万円

１年超 6

合計 11
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②　有価証券関係

Ⅰ　前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

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 12,391 17,364 4,973

(２)債券 － － －

(３)その他 － － －

小計 12,391 17,364 4,973

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 227 206 △21

(２)債券 － － －

(３)その他 － － －

小計 227 206 △21

合計 12,618 17,570 4,952

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）

1,161 882 18

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日）

その他有価証券

非上場株式 2,209百万円

(注)非上場株式には、時価評価されていない関連会社株式7百万円を含めています。

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

合計
（百万円）

(１)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(２)その他 28 89 117

合計 28 89 117
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Ⅱ　当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

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 14,366 29,050 14,684

(２)債券 － － －

(３)その他 － － －

小計 14,366 29,050 14,684

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 501 500 △1

(２)債券 － － －

(３)その他 － － －

小計 501 500 △1

合計 14,867 29,550 14,682

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）

258 201 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

満期保有目的の債券

　社債 4百万円

その他有価証券

非上場株式 2,267 

(注)非上場株式には、時価評価されていない関連会社株式20百万円を含めています。

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

合計
（百万円）

(１)債券

国債・地方債等 － － － －

社債 － － 4 4

その他 － － － －

(２)その他 75 － － 75

合計 75 － 4 79
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③　デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

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)取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利オプ

ション取引・金利スワップ取引です。また、一部の連

結子会社は金利スワップ取引を利用しています。

 

(１)取引の内容

  同　左

(２)取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、通常業務を遂行する上で発生

する金利変動リスクを回避するために利用しており、

短期的な売買差益の獲得を目的としたトレーディング

は行わない方針です。

(２)取引に対する取組方針

同　左

(３)取引の利用目的

　金利オプション取引・金利スワップ取引は借入金利

等の変動リスクを回避するために利用しています。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っています。ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッ

ジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法につい

ては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」に記載のとおりです。

(３)取引の利用目的

同　左

(４)取引に係るリスク内容

　金利オプション取引・金利スワップ取引は市場金利

の変動によるリスクを有しています。なお、デリバ

ティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の

銀行及び証券会社であるため、相手方の契約不履行に

よるリスクは極めて少ないものと判断しています。

(４)取引に係るリスク内容

同　左

(５)取引に係るリスク管理体制

　当社では、デリバティブ取引の執行・管理について

は、取引の取扱いを定めた内部規定に基づいて行って

います。取引の執行は、経理部長の下で、経理部財務

グループリーダーの起案により、稟議決裁を得て行わ

れます。取引内容の確認及び損益の管理は、経理部長

の下で、経理部経理グループリーダーが行います。取

引の状況については、四半期毎に管理本部長に報告さ

れ、さらに半期毎に経営会議に報告されます。一部の

連結子会社も当社のリスク管理体制に準じて、デリバ

ティブ取引の執行・管理を行っています。

(５)取引に係るリスク管理体制

同　左
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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）

(６)取引の時価等に関する事項についての補足説明

　「取引の時価等に関する事項」における「契約額

等」の金額は、あくまでもデリバティブ取引における

名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該

金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを表す

ものではありません。

(６)　        ────────────

 

２．取引の時価等に関する事項

金利関連

        Ⅰ　前連結会計年度（平成17年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

以外の取引

オプション取引

キャップ

買　建 5,000 - 0 △2

合計 5,000 - 0 △2

　　　　　　(注)１．時価の算定方法　　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。

　　　　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いています。

　　　　　　３．評価損益の金額は、連結損益計算書に計上済みです。

 

  　　　Ⅱ　当連結会計年度（平成18年３月31日）

 　　　　　 期末残高がないため、該当事項はありません。
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④　退職給付関係

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、規約型企業年金制度・退職一時金制度及び厚生年金基金制度を設けていま

す。また、連結子会社においても、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び厚生年金基金制度（一部の

子会社）を設けています。当社及び一部の連結子会社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）はいずれも

総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、年金基金

への要拠出額を退職給付費用として計上しています。

　その他、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58年４月１日より従来の退職金の一部を適格退職年金に移行し、昭和63年４月１日に、

同日設立の全国建設厚生年金基金に加入しています。また、平成15年４月１日より従来の適格退職年金制度を

規約型企業年金制度に移行するとともに、規約型企業年金及び退職一時金については混合型（キャッシュ・バ

ランス）制度を導入しています。

２．退職給付債務に関する事項

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 退職給付債務 19,100百万円 18,953百万円

② 年金資産 6,462 7,958

③ 未認識数理計算上の差異 4,315 2,551

④ 退職給付引当金（①－②－③） 8,322 8,443

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）

(注)１．当社の加入する厚生年金基金及び一部の連結子会

社の加入する厚生年金基金について、平成17年３

月31日現在の加入員数割合により計算した年金資

産の額はそれぞれ6,876百万円、281百万円です。

(注)１．当社の加入する厚生年金基金及び一部の連結子会

社の加入する厚生年金基金について、平成18年３

月31日現在の加入員数割合により計算した年金資

産の額はそれぞれ8,199百万円、325百万円です。

２．臨時に支払う割増退職金は含めていません。 ２．同　左

３．連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しています。

３．同　左
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３．退職給付費用に関する事項

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 勤務費用 676百万円 630百万円

② 利息費用 374 377

③ 期待運用収益（減算） 149 161

④ 過去勤務債務償却額 － －

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 622 623

⑥ 厚生年金基金拠出額 284 442

⑦ 退職給付費用

（①＋②－③＋④＋⑤＋⑥）
1,808 1,912

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）

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、① 勤務費用に計上しています。

（注）同　左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

割引率 2.0％ 　 2.0％

期待運用収益率 2.5％ 　 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 発生時に一括償却しています。 同　左

数理計算上の差異の処理年数 10年 　10年

　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

定の年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しています。

同　左
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⑤　税効果会計関係

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．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

たな卸資産有税評価減 4,072百万円

退職給付引当金損金算入限度超過
額

3,171

繰越欠損金 2,483

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,685

偶発損失引当金 850

進行基準決算損 576

投資有価証券有税評価減 563

その他 2,221

繰延税金資産小計 15,624

評価性引当額 △128

繰延税金資産合計 15,496

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,009

その他 △1

繰延税金負債合計 △2,011

繰延税金資産の純額 13,484

繰延税金資産

退職給付引当金 3,428百万円

たな卸資産有税評価減 3,353

繰越欠損金 1,708

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,485

偶発損失引当金 733

進行基準決算損 689

投資有価証券有税評価減 464

未払金否認 458

その他 2,226

繰延税金資産小計 14,549

評価性引当額 △614

繰延税金資産合計 13,934

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △5,961

その他 △1

繰延税金負債合計 △5,962

繰延税金資産の純額 7,972

  

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

との差異の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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失となったため、記載していま

せん。

法定実効税率 40.6％

（調整）

　交際費等永久に損金に算入されな

い項目
  5.6

　受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△1.0

　住民税均等割等   4.8

　評価性引当額の増減   6.8

　連結調整等 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  55.2

  

  

鉄建建設株式会社（連結）

- 39 -



⑥　セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月1日　　至　平成17年３月31日）

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（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
168,662 4,932 2,195 175,790 － 175,790

(2)セグメント間の内部

売上高
41 543 15,699 16,284 (16,284) －

計 168,704 5,475 17,895 192,075 (16,284) 175,790

営業費用 163,479 5,344 17,800 186,624 (16,288) 170,336

営業損益 5,224 130 95 5,450  (   △3) 5,454

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出

資産 94,522 22,546 10,965 128,034 65,734 193,768

減価償却費 308 281 244 834 30 865

資本的支出 139 51 47 238 9 248

（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います。

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

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般

その他事業：ゴルフ場等に関する事業

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71,445百万円であり、その主なものは当社での

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す。

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれています。
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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）

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（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
189,731 2,805 2,040 194,577 － 194,577

(2)セグメント間の内部

売上高
74 463 16,964 17,502 (17,502) －

計 189,805 3,268 19,005 212,079 (17,502) 194,577

営業費用 186,168 2,736 18,890 207,795 (17,509) 190,285

営業損益 3,637 532 114 4,284 (   △7) 4,291

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出

資産 104,019 19,721 10,782 134,523 63,915 198,439

減価償却費 267 247 149 664 25 689

減損損失 14 474 62 550 － 550

資本的支出 117 61 27 205 29 234

（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います。

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

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般

その他事業：ゴルフ場等に関する事業

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69,936百万円であり、その主なものは当社での

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す。

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれています。

 

２．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度の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「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

 

 

３．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度の海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略

しています。
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⑦　関連当事者との取引

Ⅰ　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）

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
議決権等の
被所有割合

関係内容

取引内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主
要株主

東日本旅客鉄
道㈱

東京都
渋谷区

200,000 運輸業

駅スペース活
用事業

ショッピン
グ・オフィス
事業

その他事業

直接

10.2％

転籍

２名

建設工事
の請負

完成工事高 45,940 完成工事
未収入金

22,133

未成工事
受入金

849

（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います。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっています。

Ⅱ　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）

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
議決権等の
被所有割合

関係内容

取引内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主
要株主

東日本旅客鉄
道㈱

東京都
渋谷区

200,000 運輸業

駅スペース活
用事業

ショッピン
グ・オフィス
事業

その他事業

直接

10.2％

転籍

２名

建設工事
の請負

完成工事高 55,356 完成工事
未収入金

25,892

未成工事
受入金

709

（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います。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっています。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 234.54円

１株当たり当期純利益金額 6.98円

１株当たり純資産額 278.11円

１株当たり当期純利益金額 9.12円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9.08円

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載していません。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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

です。

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） 1,088 1,427

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,088 1,427

普通株式の期中平均株式数（千株） 155,886 156,449

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － 40

（うち支払利息（税額相当額控除後））

（百万円）
－ 39

（うち事務手数料（税額相当額控除後））

（百万円）
－ 1

普通株式増加数（千株） － 5,241

（うち転換社債）（千株） － 5,241

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　第３回無担保転換社債。潜在株式

の数は5,241,685株です。

───────
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５．生産、受注及び販売の状況

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）

事業の種類別セグメントの名称
受　注　実　績
（百万円）

構　成　比
（％）

建　　　設　　　事　　　業 187,618 100.0

不　　動　　産　　事　　業 － －

そ　　の　　他　　事　　業 － －

合　　　　　　　　　　　計 187,618 100.0

事業の種類別セグメントの名称
売　上　実　績
（百万円）

構　成　比
（％）

建　　　設　　　事　　　業 189,731 97.5

不　　動　　産　　事　　業 2,805 1.4

そ　　の　　他　　事　　業 2,040 1.1

合　　　　　　　　　　　計 194,577 100.0

（注）１．当社グループにおいては、建設事業以外は受注生産活動を行っていません。

２．当社グループにおいては、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していません。
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（参考）当社の受注高、売上高、繰越高の状況

部門別受注高・売上高比較表

年度別 部門別
前事業年度
繰越高
（百万円）

当事業年度
受注高
(百万円)

合計
(百万円)

当事業年度
売上高
(百万円) 

翌事業年度
繰越高
(百万円)

前事業年度

（自 平成16年４月１日

　至 平成17年３月31日）

建 設 事 業

土　　木
104,181

(60.2％)

89,620

(48.1％)

193,801

(53.9％)

86,675

(50.2％)

107,126

(55.8％)

建　　築
68,797

(39.8％)

96,693

(51.9％)

165,491

(46.1％)

80,752

(46.8％)

84,738

(44.2％)

計
172,979

(100.0％)

186,313

(100.0％)

359,292

(100.0％)

167,427

(97.0％)

191,864

(100.0％)

兼　業　事　業
－

(－)

－

(－)

－

(－)

5,216

(3.0％)

－

(－)

合　　　　　計
172,979

(100.0％)

186,313

(100.0％)

359,292

(100.0％)

172,644

(100.0％)

191,864

(100.0％)

当事業年度

（自 平成17年４月１日

　至 平成18年３月31日）

建 設 事 業

土　　木
107,126

(55.8％)

85,397

(46.0％)

192,523

(51.0％)

96,387

(50.4％)

96,135

(50.8％)

建　　築
84,738

(44.2％)

100,297

(54.0％)

185,036

(49.0％)

91,787

(48.0％)

93,248

(49.2％)

計
191,864

(100.0％)

185,694

(100.0％)

377,559

(100.0％)

188,175

(98.4％)

189,383

(100.0％)

兼　業　事　業
－

(－)

－

(－)

－

(－)

3,045

(1.6％)

－

(－)

合　　　　　計
191,864

(100.0％)

185,694

(100.0％)

377,559

(100.0％)

191,221

(100.0％)

189,383

(100.0％)

鉄建建設株式会社（連結）

- 45 -



発注先別受注、売上高、繰越高比較表

（受注高）

年　　度　　別 部門別

官　　公　　庁 民　　　　　間 合　　　　　計

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

前事業年度

（自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日）

土　木 33,701 37.6 55,918 62.4 89,620 100.0

建　築 5,691 5.9 91,001 94.1 96,693 100.0

合　計 39,392 21.1 146,920 78.9 186,313 100.0

当事業年度

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

土　木 38,379 44.9 47,017 55.1 85,397 100.0

建　築 4,594 4.6 95,703 95.4 100,297 100.0

合　計 42,973 23.1 142,720 76.9 185,694 100.0

（売上高）

年　　度　　別 部門別

官　　公　　庁 民　　　　　間 合　　　　　計

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

前事業年度

（自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日）

土　木 39,892 46.0 46,782 54.0 86,675 100.0

建　築 11,320 14.0 69,432 86.0 80,752 100.0

合　計 51,212 30.6 116,214 69.4 167,427 100.0

当事業年度

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

土　木 40,411 41.9 55,976 58.1 96,387 100.0

建　築 6,162 6.7 85,624 93.3 91,787 100.0

合　計 46,574 24.8 141,601 75.2 188,175 100.0

（繰越高）

年　　度　　別 部門別

官　　公　　庁 民　　　　　間 合　　　　　計

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

前事業年度

（自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日）

土　木 45,003 42.0 62,122 58.0 107,126 100.0

建　築 5,412 6.4 79,325 93.6 84,738 100.0

合　計 50,416 26.3 141,448 73.7 191,864 100.0

当事業年度

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

土　木 42,972 44.7 53,163 55.3 96,135 100.0

建　築 3,844 4.1 89,404 95.9 93,248 100.0

合　計 46,816 24.7 142,567 75.3 189,383 100.0
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