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１． 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                        百万円未満切り捨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 
17 年 3 月期 

65,518 
67,132 

△2.4 
△4.4 

△2,763 
702 

― 
△62.0 

△2,844 
649 

― 
△65.9 

 

 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 
17 年 3 月期 

△3,582 
121 

― 
△92.5 

△68.02 
1.88 

― 
― 

△10.2 
0.3 

△4.4 
1.0 

△4.3 
1.0 

(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   52,670,861 株  17 年 3 月期   53,289,561 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 
17 年 3 月期 

63,351 
68,252 

35,101 
39,526 

55.4 
57.9 

666.44 
750.03 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期   52,669,841 株    17 年 3 月期   52,672,351 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 
17 年 3 月期 

966 
1,346 

△1,112 
△1,300 

△3,399 
△1,018 

5,630 
9,167 

 
(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)  1 社 (除外)  ０社    持分法 (新規)  ０社 (除外)  ０社 
 
２．19 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 
通    期 

24,000 
63,000 

△900 
650 

△1,200 
250 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   4 円 75 銭 
 
※上記予想の前提条件、その他の関連する事項については、添付資料の６ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、連結子会社 4 社、非連結子会社 8 社で構成され、建設事業及びその他（車両・

建設機械・事務機器のリース、建設資材の販売、損害･生命保険代理店、福利厚生施設の管理、労働

者の派遣業等）の事業活動を行っております。 

 企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 ㈱小野良組の株式を当連結会計年度に取得したことに伴い、連結子会社となりました。 

※2 ㈱トゥエンティーワン・クリエートは、平成 17 年 3 月 15 日開催の同社臨時株主総会において 

   解散を決議し、清算手続中であります。 

得  意  先 

建設事業 

連結子会社 

(株)小野良組※1 
RAITO, INC. 

非連結子会社 
(株)ｼｰｲｰ･ｸﾘｴｲﾄ 

(株)九州リアライズ 

(株)みちのくリアライズ 

(株)東北リアライズ 
RAITO SINGAPORE PTE. LTD. 

その他 

連結子会社 

(建設資材販売、車両・事務用機器・建設機械等のリース業、不動産業・労働者派遣業) 

(株)アウラ・ルガール 

(環境機器の販売) 

(株)トゥエンティーワン・クリエート※2 

非連結子会社 

(損害保険代理店業) 

(株)エド・エンタープライズ 

その他 

非連結子会社 

(計測業) 

ソルデータ・ジャパン(株)  

(指定居宅サービス業) 

(株)やさしい手らいと 

建設事業 

 

当  社 

(矢印は工事、販売、サービス業務等の流れ)
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２．経営方針 

 

 

 （１）会社の経営の基本方針 

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

て常に新しい価値を創造し、社会に貢献するとともに、顧客、株主、社員をはじめ関係するすべての

人々との繁栄を図ることを経営の基本方針としております。 

 

 （２）利益配分に関する基本方針 

利益配分にあたりましては、安定的な配当の維持を基本とするとともに、将来に向けた新技術の開

発、新規事業の展開などに内部留保金を活用し、収益力の向上、経営基盤の強化に努めることを基本

方針としております。 

 

 （３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資家の拡大及び株式の流動性の向上を経営の重要課題の一つとして認識しており、平成 7

年 8 月 1日より 1 単位（現単元）の株式数を 1000 株から 100 株に引下げております。 

 （４）中期的な経営戦略及び対処すべき課題 

平成 18 年度における建設市場は、災害復旧事業に伴う公共建設投資が一巡し、厳しい経営環境が続

くものと予想されます。 

このような状況のもとで当社グループは、中長期的に業績を回復軌道に乗せるため、以下の課題を

実施してまいります。 

① 現在事業の強化 

当社独自工法の重点的な営業展開と高度な施工技術に裏付けされた高品質の保証などにより、特

殊土木分野における優位性を確保するとともに、内部の統制システムの見直しによる生産性の向

上を図ってまいります。 

② 新規市場の拡大 

地盤液状化対策や港湾・堤防等の防災対策工事への取り組みをさらに強化してまいります。また、

環境修復分野においては、当社独自の汚染土壌の原位置浄化工法や耐震性に優れた地中連続壁に

よる封じ込め工法など、当社独自の地盤改良技術で地球環境の保全に取り組んでまいります。 

補修分野においては、従来技術に加え、空間情報による調査・解析・シミュレーション等の画像

解析技術を駆使し事業の拡大を図ってまいります。 

海外市場は今後の重要なマーケットと認識しており、グループ全体のテーマとして取り組んでま

いります。 

なお、米国現地法人における建設事業につきましては、営業種目の拡大を目的に取り組んでいた

工法の一部に手直しが発生したことや、特定地域における工事に採算性の悪化が発生したことか

ら、今後、優位性の高い独自工法への絞込みと営業地域の見直し等により、事業の再構築を図っ

てまいります。 

③ 環境配慮型の独自工法・機械の開発 

現場発生土、伐採木など建設副産物の現場再利用工法や汚泥を発生させない地盤掘削工法など、

循環型社会に適応した独自工法・独自機械の開発により特殊土木分野における独自性を強化して

まいります。 

④ 収益構造の強化 

独自工法を中心とした技術提案力の強化や工事管理手法の見直し等により、営業・工事の質的転

換を図り事業の収益力を強化します。また、事業規模に見合った体制や新規事業分野への経営資

源の再配置など収益構造の強化を図ってまいります。 

 （５）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況 

 

 

 （１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、好調な企業業績や輸出に支えられ、設備投資、個人消費

ともに増加するなど、景気は回復基調で推移しました。 

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、公共建設投資は災害関連工事が

増加したものの、総じて低調に推移しており、厳しい受注環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、前期比 2.4％減の 655 億 1 千 8

百万円となりました。 

利益面では、国内における受注競争の激化による工事採算の低下、また、米国現地法人の多額の赤

字工事の発生により、売上総利益は前年比 39.4％減の 54 億 6 千 5 百万円となりました。 

この結果、経常損失は 28 億 4 千 4 百万円、当期純損失は 35 億 8 千 2 百万円となりました。なお、

米国現地法人の赤字決算に伴い、当社において株式評価損約 5億 5千 3 百万円、支援損失約 29 億 6 千

7 百万円を特別損失に計上しております。 

 

①部門別の概況 

 

〔建設部門〕 

建設部門の連結売上高は前期比 2.7％減の 649 億 7 千 6 百万円となりました。その内訳は、当社を含

む国内法人の売上高が前期比 3.9％減の 609 億 7 百万円、米国現地法人が前期比 20.3％増の 40 億 6 千

8 百万円であります。 

なお、当部門の受注高は前期比 3.0％増の 670 億 6 千 7 百万円で、その主な工事種目別の状況は下記

のとおりであります。 

 

イ．法面関連工事（法面保護工事、地すべり対策工事） 

地震災害や台風災害の頻発により、災害復旧工事や斜面対策工事等が増加したことにより、前期

比 6.2％増の 326 億 2 千 6百万円となりました。 

ロ．基礎・地盤改良工事 

国内においては、圏央道関連・鉄道関連の大型工事が前期に比べて減少したため、また、米国で

は、採算性の低い工法・特定営業地域での選別受注の徹底によって受注高が減少したことにより、

当部門全体の受注高は前期比 17.6％減の 205 億 3 千 7 百万円となりました。 

ハ．補修補強工事 

災害関連のトンネル補修・補強工事は増加しましたが、その他の補修・補強工事が減少したため、

受注高は全体として前期比 3.5％減の 22 億 9 千 9百万円となりました。 

ニ．環境修復工事 

廃棄物処分場の整備に伴う遮水壁築造工事の受注が増加したことにより、前期比 46.0％増の 19

億 6 千 2百万円となりました。 

ホ．その他の工事（下水道管埋設工事ほか） 

下水道管埋設工事は地方自治体の公共事業縮減により減少しましたが、大型の高規格道路関連の

工事を受注したことなどにより、前年比 67.2％増の 96 億 4 千 1 百万円となりました。 

 

〔商品・資材販売等部門〕 

当部門の売上高は 5億 4千 2 百万円であり、主なものは建設資材の販売等であります。 



 5

②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・フローは、9 億 6 千 6 百万円の収入超過（前連結会計年度は 13 億 4

千 6 百万円の収入超過）となりました。これは、貸倒引当金の増加等の非資金項目が増加したほか、

売上債権の減少額及び未成工事受入金の増加額等の資金の増加項目が、税金等調整前当期純損失及

び仕入債務の減少額等の減少項目を上回ったことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 11 億 1 千 2 百万円の支出超過（前連結会計年度は 13 億円

の支出超過）となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却による収支が 6 億 7 千万

円の支出超過になったこと及び有形固定資産（工事用機械）等の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、33 億 9 千 9百万円の支出超過（前連結会計年度は 10 億 1

千 8 百万円の支出超過）これは、有利子負債の削減 28 億 7 千 1百万円並びに配当金の支払額による

ものであります。 

以上により、「現金及び現金同等物の期末残高」は前連結会計年度から 35 億 3 千 7 百万円減少し

56 億 3 千万円となりました。 

 

キャッシュ・フロー指数の状況 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 57.9％ 55.4％ 

時価ベースの自己資本比率 35.7％ 43.8％ 

債務償還年数 2.9 年 1.2 年 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 16.5 7.3 

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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※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)により算出しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

 また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 （２）次連結会計年度の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、景気は引き続き好調を維持するものと思われますが、原油価格

の高騰による原材料価格の上昇などが懸念されます。 

建設業界におきましては、民間建設投資は堅調に推移すると思われますが、災害関連工事の一巡や

地方財政の縮減など、厳しい経営環境に変わりありません。 

当社グループといたしましては、特殊土木分野における独自技術の開発、環境配慮型工法の実用化

を推進し、地盤液状化対策、汚染土壌の修復、構造物等の補修補強などの分野に積極的に取組み、事

業量の確保に努めてまいる所存であります。 

当社グループの次期連結売上高は 630 億円、経常利益は 6 億 5 千万円、当期純利益は 2 億 5 千万円

を見込んでおります。 

なお、次期の当社における剰余金配当につきましては、厳しい経営環境を踏まえ、１株に付き 8 円

を予定しております。 
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 （３）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主要な事項には以下のようなも

のがあります。しかしながら、これらの事項が当社の事業上のリスクを必ずしも網羅するものではあ

りません。 

また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末日(平

成 18 年 3 月 31 日)現在において、当社が判断したものであります。 

 

① 公共事業の削減による官公庁工事の減少 

当社の経営成績は、国および地方自治体の公共投資予算を反映します。国および地方自治体等が

発注する公共事業が一般に想定される規模を超えて削減された場合には、当社の経営成績、財務

状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 取引先の信用不安 

建設市場全体が縮小傾向を続けるなか、注文者である取引先が信用不安に陥った場合には、当社

の経営成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 海外市場におけるカントリーリスク 

当社グループの海外工事は、事業全体に占める割合としては大きくありませんが、その地域は主

に米国およびアジア諸国であります。これらの海外市場における経済状況の変化、為替レートの

変動、テロなど予期せぬ事態の発生により、経営成績、財務状態等が影響を受ける可能性があり

ます。 

 

④ 施工品質の不具合 

品質マネジメントシステムの運用や各現場での施工段階における自主的な確認検査の実施など

施工品質には万全を期していますが、重大な瑕疵による損害賠償請求等を受けた場合には、経営

成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 法的規制 

建設業を営む当社は、建設業法の規制を受けており、法律の改正や新たな規制等により経営成績

が影響を受ける可能性があります。 

 

⑥ 法令違反等 

当社グループは、企業活動における企業倫理及び法令の遵守の徹底を図っていますが、重大な法

令違反が発生した場合には経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 災害・事故 

当社は、安全衛生管理計画を策定し、安全教育や現場パトロールなど災害防止活動を実施してい

ますが、万一、労働災害や公衆災害など重大な事故が発生した場合、経営成績や企業評価に影響

を及ぼす可能性があります。 



 7

４．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) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金預金  8,282 5,630  △2,652

 ２ 受取手形・完成工事 

   未収入金等 
 26,489 23,582  △2,907

 ３ 有価証券  884 ー  △884

 ４ 未成工事支出金  7,311 8,476  1,165

 ５ その他たな卸資産  226 198  △28

 ６ 繰延税金資産  536 267  △268

 ７ その他  1,424 1,251  △172

    貸倒引当金  △251 △526  △275

     流動資産合計  44,904 65.8 38,879 61.4 △6,025

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1)  建物・構築物 ※６ 8,940 8,886   △54

     減価償却累計額  △5,155 3,784 △5,346 3,540  △191 △244

  (2)  機械・運搬具・ 

     工具器具備品 
 24,734 24,929   199

     減価償却累計額  △21,162 3,571 △21,667 3,262  △505 △309

  (3)  土地 
※４ 

※６ 
9,784 9,869  85

  (4)  建設仮勘定  63 237  174

     有形固定資産合計  17,203 25.2 16,909 26.7 △294

 ２ 無形固定資産    

   その他  70 71  1

     無形固定資産合計  70 0.1 71 0.1 1

 ３ 投資その他の資産    

  (1)  投資有価証券 ※１ 2,735 5,088  2,353

  (2)  関係会社長期貸付金  144 80  △64

  (3)  長期未収入金  3,652 3,647  △4

  (4)  繰延税金資産  989 284  △705

  (5)  その他  2,957 2,929  △27

     貸倒引当金  △4,405 △4,538  △132

     投資その他の資産計  6,073 8.9 7,491 11.8 1,418

     固定資産合計  23,347 34.2 24,472 38.6 1,124

   資産合計  68,252 100.0 63,351 100.0 △4,900
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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) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形・ 

   工事未払金等 
 17,491 16,398  △1,093

 ２ 短期借入金 ※５ 2,127 1,198  △929

 ３ 未払法人税等  195 189  △5

 ４ 未成工事受入金  3,822 5,409  1,586

 ５ 完成工事補償引当金  88 72  △16

 ６ 未払費用  1,404 1,248  △156

 ７ その他  564 661  96

    流動負債合計  25,696 37.7 25,177 39.7 △518

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  1,814 ―  △1,814

 ２ 繰延税金負債  30 ―  △30

 ３ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※４ 227 1,435  1,207

 ４ 退職給付引当金  560 482  △77

 ５ 役員退職慰労引当金  368 402  34

 ６ 債務保証損失引当金 ※６ ― 160  160

 ７ 長期未払金 ※６ ― 527  527

 ８ 連結調整勘定  ― 32  32

 ９ その他  28 32  4

    固定負債合計  3,029 4.4 3,073 4.9 43

   負債合計  28,725 42.1 28,250 44.6 △475

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分  ― ― ― ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※７ 6,119 8.9 6,119 9.7 ―

Ⅱ 資本剰余金  6,358 9.3 6,358 10.0 ―

Ⅲ 利益剰余金  27,899 40.9 23,875 37.7 △4,023

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４ 333 0.5 △1,053 △1.7 △1,386

Ⅴ その他有価証券評価差額金  537 0.8 1,414 2.2 877

Ⅵ 為替換算調整勘定  △26 △0.0 82 0.1 108

Ⅶ 自己株式 ※８ △1,695 △2.5 △1,696 △2.6 △1

   資本合計  39,526 57.9 35,101 55.4 △4,425

   負債、少数株主持分及び 

   資本合計 
 68,252 100.0 63,351 100.0 △4,900
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５．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) 

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    

 １ 完成工事高  66,777 64,976   △1,801

 ２ 商品・資材販売等売上高  354 67,132 100.0 542 65,518 100.0 187 △1,613

Ⅱ 売上原価    

 １ 完成工事原価  57,806 59,566   1,759

 ２ 商品・資材販売等 

   売上原価 
 308 58,114 86.6 487 60,053 91.7 179 1,938

   売上総利益    

    完成工事総利益  8,971 5,410   △3,561

    商品・資材販売等 

    総利益 
 46 9,017 13.4 55 5,465 8.3 8 △3,552

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 8,315 12.4 8,228 12.6 △86

   営業利益 

   又は営業損失(△） 
 702 1.0 △2,763 △4.3 △3,465

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  8 16   7

 ２ 受取配当金  76 98   21

 ３ 特許実施料収入  27 23   △4

 ４ 固定資産賃貸収入  19 17   △1

 ５ 連結調整勘定償却  ― 3   3

 ６ その他  107 239 0.4 102 262 0.4 △4 22

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  80 129   48

 ２ 手形売却損  0 1   1

 ３ 支払手数料  44 33   △11

 ４ 前受金保証料  12 11   △0

 ５ 為替差損  ― 129   129

 ６ 損害賠償金  7 ―   △7

 ７ 訴訟費用  88 ―   △88

 ８ その他  58 292 0.4 36 342 0.5 △21 50

   経常利益 

   又は経常損失（△） 
 649 1.0 △2,844 △4.4 △3,493
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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) 

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) 

Ⅵ 特別利益    

 １ 前期損益修正益 ※５ 37 14   △22

 ２ 固定資産売却益 ※２ 7 6   △0

 ３ 投資有価証券売却益  393 437 0.6 260 282 0.4 △132 △155

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損及び 

   除却損 
※３ 75 47   △27

 ２ 会員権評価損  22 ―   △22

 ３ 退職加算金  33 106   72

  ４ 投資有価証券評価損  ― 91   91

 ５ 貸倒引当金繰入額  371 ―   △371

 ６ 貸倒損失  206 ―   △206

 ７ その他たな卸資産評価損  68 ―   △68

 ８ 減損損失 ※４ ― 272   272

 ９ その他特別損失  16 794 1.2 16 535 0.8 △0 259

   税金等調整前当期純利益 

   又は税金等調整前当期純 

   損失（△） 

 292 0.4 △3,097 △4.8 △3,389

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 133 200   66

   法人税等調整額  37 170 0.2 284 485 0.7 247 314

   当期純利益 

   又は当期純損失（△） 
 121 0.2 △3,582 △5.5 △3,703
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６．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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  6,358 6,358 ―

Ⅱ 資本剰余金期末残高  6,358 6,358 ―

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  28,338 27,899 △438

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  121 ―  △121

 ２ 土地再評価差額金 

   取崩額 
 11 132 106 106 94 △26

Ⅲ 利益剰余金減少高   

  １ 当期純損失  ― 3,582  3,582

 ２ 利益配当金  535 526  △9

 ３ 取締役賞与金  35 570 21 4,130 △14 3,559

Ⅳ 利益剰余金期末残高  27,899 23,875 △4,023
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７．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) 

比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 

金額 

(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益 

   又は税金等調整前当期純損失（△） 
 292 △3,097 △3,389

 ２ 減価償却費  1,354 1,298 △56

 ３ 連結調整勘定償却  ― △3 △3

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  273 1,158 885

 ５ 完成工事補償引当金の増減額(減少：△)  3 △19 △22

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △417 △285 131

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △5 34 39

 ８ 債務保証損失引当金  ― △54 △54

 ９ 受取利息及び受取配当金  △85 △115 △29

 10 支払利息  80 129 48

 11 手形売却損  0 1 1

 12 投資有価証券売却損・益(益：△)  △393 △260 132

 13 投資有価証券評価損  ― 91 91

 14 減損損失  ― 272 272

 15 売上債権の増減額(増加：△)  482 3,118 2,636

 16 未成工事支出金の増減額(増加：△)  △905 △340 565

 17 たな卸資産の増減額(増加：△)  △68 35 103

 18 仕入債務の増減額(減少：△)  1,592 △1,501 △3,094

 19 未成工事受入金の増減額(減少：△)  △20 1,140 1,160

 20 その他  △642 △411 231

    小計  1,541 1,193 △348

 21 利息及び配当金の受取額  85 115 29

 22 利息の支払額  △80 △129 △48

 23 手形売却による支払額  △0 △1 △1

 24 法人税等の支払額  △199 △210 △11

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,346 966 △379

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 有形固定資産・無形固定資産の取得 

   による支出 
 △1,313 △910 402

 ２ 有形固定資産・無形固定資産の売却 

   による収入 
 31 69 38

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △1,382 △4,352 △2,970

 ４ 投資有価証券の売却による収入  1,670 3,682 2,011

 ５ 関係会社株式の取得による収入  ― 240 240

 ６ その他  △307 158 465

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,300 △1,112 188

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の増減額(減少：△)  705 △471 △1,176

 ２ 長期借入れによる収入  ― 939 939

 ３ 長期借入金返済による支出  △800 △3,339 △2,539

 ４ 配当金の支払額  △535 △526 9

 ５ 自己株式の取得による支出  △387 △1 386

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,018 △3,399 △2,380

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 7 7

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △971 △3,537 △2,565

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,139 9,167 △971

Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高  9,167 5,630 △3,537
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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 連結子会社数 ３社 

 連結子会社名 

  ㈱アウラ・ルガール 

  ＲＡＩＴＯ，ＩＮＣ． 

  ㈱トゥエンティーワン・ 

  クリエート 

 非連結子会社名 

  ㈱シーイー・クリエート 

  ㈱九州リアライズ 

  ㈱東北リアライズ 

  ㈱エド・エンタープライズ 

  ソルデータ・ジャパン㈱ 

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

おりません。 

連結子会社数 ４社 

 連結子会社名 

㈱アウラ・ルガール 

  ＲＡＩＴＯ，ＩＮＣ． 

  ㈱トゥエンティーワン・ 

  クリエート 

㈱小野良組 

(注)㈱小野良組の株式を当連結会

計年度に取得したことに伴い、

連結子会社となりました。 

 非連結子会社名 

  ㈱シーイー・クリエート 

  ㈱九州リアライズ 

  ㈱東北リアライズ 

  ㈱みちのくリアライズ 

  ㈱エド・エンタープライズ 

  ソルデータ・ジャパン㈱ 

  RAITO SINGAPORE PET.LTD 

  ㈱やさしい手らいと 

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

おりません。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 持分法非適用の非連結子会社名 

  ㈱シーイー・クリエート 

  ㈱九州リアライズ 

  ㈱東北リアライズ 

  ㈱エド・エンタープライズ 

  ソルデータ・ジャパン㈱ 

 上記の持分法非適用の非連結子会社

は、連結純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

 持分法非適用の非連結子会社名 

  ㈱シーイー・クリエート 

  ㈱九州リアライズ 

  ㈱東北リアライズ 

㈱みちのくリアライズ 

  ㈱エド・エンタープライズ 

  ソルデータ・ジャパン㈱ 

RAITO SINGAPORE PET.LTD 

㈱やさしい手らいと 

 上記の持分法非適用の非連結子会社

は、連結純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は連結財務諸

表提出会社と同一であります。 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成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 

 

 

有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 

 

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 

同左 

 たな卸資産 

①未成工事支出金 

 個別法による原価法 

②材料貯蔵品 

 先入先出法による原価法 

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

②材料貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の 

    減価償却の方法 

有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は主として

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(附属設備を除く)は定

額法)を採用しております。 

 耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

 在外連結子会社は主として見積耐用

年数に基づく定額法によっておりま

す。 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

無形固定資産 

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) 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用に備

えるため、当連結会計年度の完成工事

高に対する将来の見積補償額に基づい

て計上しております。 

 

完成工事補償引当金 

同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理することとし

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により費用処理

することとしております。 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理することとし

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により費用処理

することとしております。 

 また、国内連結子会社のうち1社は、

簡便法により当連結会計年度末要支給

額の100％を計上しております。 

 ――――― （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基

準第3号 平成17年3月16日）及び「「退

職給付に係る会計基準」の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基準第7号

平成17年3月16日）を適用しておりま

す。これによる損益への影響はありま

せん。 

 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 

 ――――― 債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、

保証先の財政状態等を勘案し、負担損

失見込額を計上しております。 

 (4) 完成工事高の計上基準  国内会社は工事完成基準、在外会社

は工事進行基準によっております。 

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

によっております。 

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) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

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 

 連結調整勘定は、金額が僅少な場合

には発生年度に全額償却することにし

ております。 

 なお、当連結会計年度は発生及び残

高はありません。 

連結調整勘定の償却については、そ

の個別案件ごとに判断し、20年以内の

合理的な年数で償却しております。た

だし、金額が僅少なものについては、

発生時一括償却をしております。 

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いて作成されてお

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 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３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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(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) 

 営業活動によるキャッシュ・フローにおいて「投資有

価証券売却損・益」は重要性が増加したため、当連結会

計年度より区分掲記することとしました。なお前連結会

計年度は「その他」に０百万円含まれております。 

――――― 

―――――  ｢減損損失｣は、特別損失に占める重要性が増したため

区分掲記しております。なお、前連結会計年度におきま

しては「その他特別損失」に3百万円含まれております。

―――――  営業活動によるキャッシュ・フローにおいて「減損損

失」の重要性が増加した為、当連結会計年度より区分掲

記することと致しました。なお、前連結会計年度におき

ましては「その他」に3百万円含まれております。 

 

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) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9

号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「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」(平成16年2月13日企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に62百万円計

上しております。 

――――― 
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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 このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりであります。 

 

投資有価証券(株式) 229百万円
 

※１ このうち非連結子会社に対する金額は、次のとお

りであります。 

 

投資有価証券(株式) 304百万円
 

 ２ 手形割引高 

   受取手形割引高 502百万円

 
 

 ２ 手形割引高 

   受取手形割引高 1,398百万円

 
 

―――――  ３ 保証債務 

  他社の金融機関からの借入金に対して、次のとお

り保証を行っております。 

RAITO SINGAPORE  

PTE.LTD.     

 

18百万円

 (S$0百万)

(保証限度額 S$1百万)
 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日)に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

   ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号、第４号

及び第５号に定める方法により

算出しております。 

   ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

   ・再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額 

                ……△1,733百万円

※４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日)に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

   ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号、第４号

及び第５号に定める方法により

算出しております。 

   ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

   ・再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額 

                ……△2,048百万円 

※５ 当社グループは、運転資金の効率的な運用を行う

ため、取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントの総額 

6,434百万円

借入実行残高 1,342百万円

差引額 5,091百万円
 

※５ 当社グループは、運転資金の効率的な運用を行う

ため、取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントの総額 

5,584百万円

借入実行残高 998百万円

差引額 4,585百万円
 ――――― ※６ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 4百万円

土地   122百万円

合計      127百万円

    担保付債務は以下のとおりであります。 

    長期未払金            92百万円 

    債務保証損失引当金       28百万円 

※７ 当社の発行済株式総数は、普通株式57,804,450株

であります。 

※７ 当社の発行済株式総数は、普通株式57,804,450株

であります。 

※８ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式5,132,099株であります。 

※８ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式5,134,609株であります。 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成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、主要な費目及び金額は、次のとおりで

あります。 

従業員給料手当 4,109百万円

退職給付費用 373 

役員退職慰労引当金繰入額 54 

  

   研究開発費 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、370百万円であります。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

あります。 

従業員給料手当 3,793百万円

退職給付費用 246 

役員退職慰労引当金繰入額 55 

貸倒引当金繰入額 461 

   研究開発費 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、332百万円であります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 

機械装置 6百万円

その他 0 

計 7 
 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 

機械装置 3百万円

土地 1 

その他 1 

計 6 
 

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

 

 
固定資産
売却損 

固定資産
除却損 

計 

機械装置 32 8 41百万円

工具器具・ 
備品 

1 1 2 

建物 2 0 3 

土地 21 ― 21 

その他 6 1 7 

計 63 11 75 
 

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

 

 
固定資産
売却損 

固定資産
除却損 

計 

機械装置 20 3 24百万円

工具器具・
備品 

1 0 1 

建物 10 0 10 

構築物 2 5 7 

土地 1 ― 1 

その他 0 ― 0 

計 36 11 47 
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――――― 

 

 ※４減損損失 

   (1) 減損損失の概要 

   当社グループは、遊休資産に係る市場価額の著し

い低下及び事業用資産に係る収益性の著しい低下

に対し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、該

当減少額を減損損失（272百万円）として特別損失

に計上致しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

北海道 

勇払郡 
遊休 土地 5百万円

長野県 

諏訪郡 
遊休 土地 16百万円

福岡県 

古賀市他 
事業用 

土地 

建物 

構築物 

175百万円

14百万円

39百万円

米国 

現地法人 
事業用 

地盤改良

用機械 
21百万円

  なお、該当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価基準、路線価によ

る相続税評価価額等及び売却予定価額を基礎とした

指標により評価しております。 

  (2) 主な資産のグルーピング方法 

  グルーピング方法は、事業用資産は各収益管理単位

毎に、遊休資産は個別の物件毎に行っております。

※５ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

 貸倒引当金戻入益 23百万円

その他 14 

計 37 
 

※５ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

 過年度経費戻入益 14百万円

   
 

(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 

(平成17年３月31日)

 

現金預金勘定 8,282百万円

有価証券 884百万円

現金及び現金同等物 9,167百万円
  

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18年３月31日)

 

現金預金勘定 5,630百万円

現金及び現金同等物 5,630百万円
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(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) 

 

 
建設事業 
(百万円) 

商品・資材 
販売等事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 (1) 外部顧客に対する売上高 66,777 354 67,132 ― 67,132

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

24 1,279 1,303 (1,303) ―

計 66,802 1,634 68,436 (1,303) 67,132

   営業費用 66,133 1,585 67,718 (1,288) 66,430

   営業利益又は営業損失 668 49 717 (15) 702

Ⅱ 資産減価償却費 
  及び資本的支出 

 

   資産 53,828 1,253 55,081 13,170 68,252

   減価償却費 1,340 14 1,355 (0) 1,354

   資本的支出 1,352 0 1,352 ― 1,352

(注) １ 事業区分の方法 

  日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

  建設事業      ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

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

事業 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度は14,961百万円でありその 

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

ります。 

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

商品・資材 
販売等事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 (1) 外部顧客に対する売上高 64,976 542 65,518 ― 65,518

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

176 1,282 1,458 (1,458) ―

計 65,152 1,824 66,977 (1,458) 65,518

   営業費用 67,946 1,783 69,729 (1,447) 68,283

   営業利益又は営業損失 △2,793 41 △2,751 (11) △2,763

Ⅱ 資産減価償却費 
  及び資本的支出 

 

   資産 51,058 1,363 52,422 10,929 63,351

   減価償却費 1,284 14 1,298 (0) 1,298

   資本的支出 954 7 962 (0) 961

(注) １ 事業区分の方法 

  日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

  建設事業      ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

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

事業 

３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度は11,270百万円でありその

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

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

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【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) 

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

基づき、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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

基づき、海外売上高の記載を省略しております。 
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(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

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 379 159 220

工具器具 
・備品 

242 182 60

車両運搬具 111 62 49

合計 734 403 330

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期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おります。

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 544 299 244

工具器具 
・備品 

130 86 43

車両運搬具 101 68 32

合計 776 454 321

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期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おります。

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 132百万円

１年超 197 

合計 330 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 128百万円

１年超 192 

合計 321 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 140百万円

減価償却費相当額 140百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 147百万円

減価償却費相当額 147百万円
 

 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

定額法によっております。 

 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

定額法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 6百万円

１年超 14 

合計 21 
  

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2百万円

１年超 5 

合計 8 
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【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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 
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(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 

繰延税金資産 百万円

  退職給付引当金否認 1,059 

  役員退職慰労引当金否認 149 
  退職給付会計基準 
  変更時差異償却否認 

484 

  未払費用(賞与)損金算入限度 
  超過額 

223 

  会員権評価損否認 42 

  貸倒引当金繰入否認 1,603 

  繰越欠損金 1,128 

  その他 529 

 繰延税金資産小計 5,221 

 評価性引当額 △2,788 

 繰延税金資産合計 2,432 

  

繰延税金負債  

  退職給付信託設定益 △504 

  圧縮記帳積立金 △35 

  その他有価証券評価差額金 △366 

  減価償却費 △30 

 繰延税金負債合計 △936 

 繰延税金資産の純額 1,496 
 

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 百万円

  退職給付引当金否認 1,115 

  役員退職慰労引当金否認 163 
  退職給付会計基準 
  変更時差異償却否認 

484 

  未払賞与否認 133 

  会員権評価損否認 119 

  貸倒引当金繰入否認 1,808 

  繰越欠損金 2,048 

  減損損失否認 103 

  投資有価証券評価損否認 37 

  その他 578 

 繰延税金資産小計 6,591 

 評価性引当額 △4,489 

 繰延税金資産合計 2,101 

  

繰延税金負債  

  退職給付信託設定益 △504 

  圧縮記帳積立金 △33 

  その他有価証券評価差額金 △964 

  減価償却費 △46 

 繰延税金負債合計 △1,549 

 繰延税金資産の純額 551 

  

  
 

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 

 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 

48.3 

   受取配当金等永久に益金に 
   算入されない項目 

△1.7 

   住民税均等割等 31.1 

   繰越欠損金 306.7 

   貸倒引当金 △270.3 

   商品評価損 △97.3 

   その他 1.1 

  税効果会計適用後の法人税等の 
  負担率 

58.5 

  

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  

 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 

△3.3 

   住民税均等割等 △3.5 

   繰越欠損金 △38.0 

   貸倒引当金 △14.3 

   減損損失 △3.6 

   会員権評価損 △1.4 

   関係会社株式評価損 
  △

1.2 
   在外連結子会社との税率差異 
   その他 

9.4 
△0.4 

  税効果会計適用後の法人税等の 
  負担率 

△15.7 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他の有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

 

区分 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) 

(1) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

 

   株式 372 1,303 930

   その他 406 407 1

小計 778 1,710 932

(2) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

   

   株式 ― ― ―

   その他 743 715 △27

小計 743 715 △27

合計 1,521 2,425 904

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

30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において該当事項はありません。 

 

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(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

1,670 393 ― 

 

 

３ 時価評価されていない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) 

(1) その他有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 80  

追加型公社債投信 884  

合計 964  
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当連結会計年度 

有価証券 

１ その他の有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

区分 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) 

(1) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

 

   株式 1,424 3,828 2,404

小計 1,424 3,828 2,404

(2) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

   

   株式 100 94 △5

   その他 789 770 △19

小計 889 864 △24

合計 2,313 4,693 2,379

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

30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において該当事項はありません。 

 

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(百万円) 売却損の合計(百万円) 

3,682 260 ― 

 

 

３ 時価評価されていない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) 

(1) その他有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 90

合計 90
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(デリバティブ取引関係) 

  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) 

  デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。 

 

  当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 1.取引の状況に関する事項 

 

 ① 取引の内容及び利用目的等 

為替相場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替予約取引を行っております。 

 ② 取引に対する取引方針 

先物為替予約はヘッジ目的のためのみ行い、投機目的のための取引は行いません。 

 ③ 取引に係るリスクの内容 

外貨建取引において生じる為替変動リスクを有しております。 

 ④ 取引に係るリスク管理 

通貨関連、金利関連デリバティブ取引の実行及び管理は、「社内管理規定」に従い、

契約の締結は財務部門の長が、有効性の評価は経理部門の長が当たるものとし、経理

部門担当役員が各関連部門と協議しガイドライン（ヘッジ手段、ヘッジ期限、金額）

を定め取締役会で決定しております。 

  

 2.時価に関する事項 

  該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 

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 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を

支払う場合があります。 

  なお、提出会社において退職給付信託を設定してお

ります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職

金を支払う場合があります。 

  なお、提出会社において退職給付信託を設定してお

ります。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

退職給付債務 △11,992百万円

年金資産 8,157

退職給付信託 3,353

未積立退職給付債務 △481

未認識数理計算上の差異 1,097

未 

認識過去勤務債務 
△1,176

連結貸借対照表計上額 △560

退職給付引当金 △560
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

退職給付債務 △12,220百万円

年金資産 9,535

退職給付信託 5,118

小計 2,433

未認識数理計算上の差異 △1,819

未認識過去勤務債務 △1,096

連結貸借対照表計上額 △482

退職給付引当金 △482

(注) 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成16年４月１日

至平成17年３月31日) 

勤務費用 563百万円

利息費用 267

期待運用収益 △302

過去勤務債務の費用処理額 △8

数理計算上の差異の費用処理額 186

退職給付費用 705

(注) 上記退職給付以外に、割増退職金33百万円を支払

っており、特別損失として計上しております。 

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 484百万円

利息費用 239

期待運用収益 △326

過去勤務債務の費用処理額 △79

数理計算上の差異の費用処理額 138

退職給付費用 456

(注) 上記退職給付以外に、割増退職金106百万円を支払

っており、特別損失として計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額 
の期間配分方法 

期間定額基準 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 4.0％ 

数理計算上の 
差異の処理年数 

15年(発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、翌連結会計年度
から費用処理することとしてお
ります。) 

過去勤務債務の 
額の処理年数 

15年(発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により費用処理するこ
ととしております。) 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額 
の期間配分方法 

期間定額基準 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率 4.0％ 

数理計算上の 
差異の処理年数 

15年(発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、翌連結会計年度
から費用処理することとしてお
ります。) 

過去勤務債務の 
額の処理年数 

15年(発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により費用処理するこ
ととしております。) 
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８ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 受注実績 

 

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) 事業・工種別 

受注高 
(百万円) 

次期繰越工事高
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

次期繰越工事高
(百万円) 

法面保護工事  20,535 10,668 20,852 10,945

地すべり対策工事  10,178 6,018 11,774 6,753

基礎・地盤改良工事  24,912 15,354 20,537 12,679

補修・補強工事  2,384 675 2,299 914

環境修復工事  1,343 654 1,962 1,144

管きょ 3,546 977 3,379 604
その他の工事 

その他 2,221 1,006 6,261 4,406

合計 65,123 35,356 67,067 37,447

 

(2) 売上実績 

 

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) 事業・工種別 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

法面保護工事  19,629 29.2 20,575 31.4

地すべり対策工事  10,662 15.9 11,040 16.9

基礎・地盤改良工事  26,476 39.5 23,212 35.4

補修・補強工事  2,260 3.4 2,060 3.1

環境修復工事  1,357 2.0 1,472 2.2

管きょ 4,310 6.4 3,752 5.7
その他の工事 

その他 2,082 3.1 2,861 4.4

建設事業計  66,777 99.5 64,976 99.2

商品・資材販売等事業 354 0.5 542 0.8

合計 67,132 100.0 65,518 100.0

(注) １ 建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２ 当連結企業集団では、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。 

 


