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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 222,529   10.6 3,895 △ 2.7 3,460 3.5

17年 3月期 201,158 △  3.9 4,001 △ 22.7 3,344 △ 12.8
 

 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 1,488 － 7.03 － 3.1 1.4 1.6

17年 3月期 △ 5,181 － △ 26.39 － △ 11.1 1.3 1.7

（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 211,731,265 株 17 年 3 月期 196,327,372 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 248,110  51,415 20.7  231.51

17年 3月期 243,449  43,989 18.1  224.20

（注） 期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 222,083,424 株 17 年 3 月期 196,206,250 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 △ 4,403  △ 904 6,552  24,738

17年 3月期 3,255  1,110 △ 5,569  23,312
 

( 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 12 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社 

( 5 ) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
 連結（新規） - 社   （除外） - 社  持分法（新規） - 社   （除外） - 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        77,000 △ 3,000 △ 2,000 

通 期        200,000  2,400  600 
（参考）１株当たり予想当期純利益 （ 通期 ）        2 円 70 銭 

 

 (注) 上記の業績予想は一定の前提に基づくものであり、当社グループを取り巻く経済状況等の変化により、上記の予想数値とは異なる

結果となる可能性があります。また、中間期の業績予想につきましては、売上高が下半期に集中する業績の季節変動要因があるこ

とから、通期に対して低い水準となり、当社グループの実態を必ずしも適切に表していないことをご承知おき下さい。 
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東亜土木㈱、信幸建設㈱、東亜海運産業㈱

　建設業を営んでおり、総合建設業を営む当社より、工事の一部を請負っております。

㈱東亜エージェンシー、㈱東亜エージェンシー西日本

　建設資機材の調達、販売、賃貸及び保険代理業等を営んでおります。

東亜コンクリート工業㈱

　建設資材の製造・販売業を営んでおります。

東亜地所㈱、田川地所㈱、鶴見臨港鉄道㈱

　不動産の開発、販売、賃貸、仲介及び管理業を営んでおります。

東亜機械工業㈱、東亜鉄工㈱

　船舶、建設機械の製造・販売及び修理業を営んでおります。

東亜ビルテック㈱

　資産の営繕、警備及び各種代行業務、その他サービス業を営んでおります。

　　事業の系統図は以下のとおりであります。

       　建設請負

　　不動産の

建設請負 　　販売・賃貸

不動産の販売・賃貸　

 連結子会社  連結子会社

　 東亜地所㈱、鶴見臨港鉄道㈱ほか１社

 非連結子会社

㈱東亜ティルタダルマほか２社

 関連会社

浅間山開発㈱ほか２社

   
船舶・建設機械の製造・修理ほか

　船舶・建設機械の製造・修理ほか

 連結子会社

　 東亜機械工業㈱、東亜鉄工㈱、東亜ビルテック㈱

 非連結子会社

　 千代田エステート㈱ ほか ３社

 関連会社

　 ㈱アクアミレニア ほか ６社

その他の事業

企　 業　 集　 団　 の　 状　 況

当社グループは、当社、子会社19社及び関連会社10社で構成され、建設事業、建設に付帯する事業、不動産
事業及び船舶の建造・修理その他の事業活動を展開しております。

　事業の種類別セグメントと主要な関係会社の位置付け及び事業の内容は、次のとおりです。

得　　　　　　　意　　　　　　　先

当　　　　　　　　社

建設事業 不動産事業

不動産事業 その他の事業

信幸建設㈱、㈱東亜エージェンシーほか４社

建設事業

不動産事業

その他の事業

建設事業
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経 営 方 針         

 
１．経営の基本方針 

当社は「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす。」を社是

とし、着実な計画経営により競争に打ち勝ち、誠実な施工で永い信用を築くことにより、皆様の信頼

と期待にお応えし、皆様と共に発展して行くことを経営の基本理念としております。 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、配当につきましては株主の皆様へ安定的な配当を継続することに重点をおきつつ、業績に

応じた利益還元を行うこと、また内部留保金につきましては、今後の厳しい経営環境に立ち向かうべ

く経営基盤の強化を目的とした財務体質の改善に使用することを基本方針としております。 

３．中期的な経営戦略 

当社は、平成 17 年度を初年度とした「3 ヶ年経営計画」を策定いたし達成に向けて総力を挙げて取

り組んでおります。特に民間工事拡大への体質変換を早急に成し遂げ、計画の最終年度においては国

内の受注総額に占める民間工事の比率を 50%まで高めることに注力しております。 

さらに、収益力の強化と経営基盤の整備等につきましては、引き続き強力に取り組むため、次の基

本戦略を策定いたしております。 

   土木部門においては、 

① 企画提案・技術提案等による優位性の確保、有望な地域・分野への重点的な取り組み 

② リニューアル、防災関連、環境関連事業における受注シェアーの拡大 

③ 施工の効率化と徹底的な原価低減による工事利益のさらなる向上 

   建築部門においては、 

① 営業・設計・施工部門が一体となった総合力による受注の確保 

② ＰＦＩ、都市再生、リニューアル関連事業分野における受注拡大  

③ コスト競争力の強化と、施工効率の改善による工事利益の向上 

   国際部門においては、 

① カントリーリスクを考慮し強みを活かせる地域の選別、及び新規参入国の開拓 

② 設計・施工技術の高度化、および利益重視の徹底 

   管理部門においては、 

① 事務部門の効率化と固定費の縮減、堅牢な財務体質の構築 であります。 

 これらの基本戦略を着実に実行していくことにより経営環境の変化に対応しつつ、競争に打ち勝ち、

次の時代への発展につなげていきたいと存じます。 

 

４．親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 
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経 営 成 績 及 び 財 政 状 態               

 

１．経営成績 

（１）当連結会計年度の業績 

当期のわが国経済は、世界的に原油などの素材価格の高騰が続いたものの、企業収益の改善や

設備投資の増加が進み、個人消費にも明るさが増すなど、国内の民間需要の伸びに支えられて緩

やかな回復基調を辿りました。 

当建設業界におきましては、設備投資は製造業を中心として堅調に推移しましたが、公共投資

は厳しい財政状況のもとで減少傾向が続き、当社を取り巻く経営環境は依然厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況の中、当社は強靭な企業体質の早期確立を図るべく、安定した受注と必要利益

の確保のために、平成１７年度を初年度とする「３ヶ年経営計画」の目標達成に向け、グループ

一丸となって取り組むとともに価格競争力の強化、並びに間接経費の圧縮による利益の確保に注

力してまいりました。 

しかしながら、当社単独受注高につきましては、前期に受注しました羽田空港再拡張事業のよ

うな大型案件がなかったことも影響して 1,882 億円余(前期比 23.8%減少)にとどまりました。 

連結売上高は工事施工が順調に推移いたしました結果 2,225 億円余（前連結会計年度比 10.6%

増加）となりました。 

利益につきましては、経常利益は 34 億円余（前連結会計年度比 3.5%増加）となりましたが、

前連結会計年度に比べ特別損失の負担が軽減されましたため、当期純利益は 14 億円余を計上い

たしました。 

なお、当社中国支店管内において、担当者が防衛施設庁発注工事に関し略式命令を受け、当社

が建設業法にもとづく行政処分を受ける事態に至りました。 

当社といたしましては、社会的責任を痛感するとともに、かかる事態を起こすことのないよう

企業倫理の確立と法令順守の徹底に、全社一丸となって取り組む所存でございます。 

 

（２）事業の種類別セグメントの業績 

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

（建設事業） 

建設事業におきましては、売上高は 215,267 百万円（前連結会計年度比 11.1％増加）、営業

利益は 3,244 百万円（前連結会計年度比 5.0％減少）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、安定的な収益の維持に努めた結果、売上高は 5,782 百万円（前

連結会計年度比 7.9％減少）となりましたが、営業利益は 383 百万円（前連結会計年度比 29.0％

増加）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業の売上高は 4,523 百万円（前連結会計年度比 9.9％減少）、営業利益は 192 百万

円（前連結会計年度比 45.2％減少）となりました。 
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２．財政状態 

当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは完成工事未収入金等の増加

などにより、4,403 百万円の資金減少（前連結会計年度は 3,255 百万円の資金増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得などにより、904 百万円の資金減少（前連

結会計年度は 1,110 百万円の資金増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債の発行などにより 6,552 百万円の資金増加（前

連結会計年度は 5,569 百万円の資金減少）となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて 1,425 百

万円増加し、24,738 百万円となりました。 

なお、キャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。 

 

キャッシュ・フロー指標の推移 

 

 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

株主資本比率（％） 17.5 19.3 18.1 20.7

時価ベースの株主 

資本比率（％） 
8.9 11.9 22.7 20.0

債務償還年数（年） － 11.6 22.0 －

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ（倍） 
－ 5.1 3.4 －

（注） 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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値にて算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行済株式数 

※ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、

社債及び長期借入金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、利息の支払額については、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。 

 

３．次期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、原油価格や米国経済の動向に懸念要素を含み、不透明感がある

ものの現下の緩やかな回復基調から成長軌道へと向かうことが期待され、企業業績は引続き好調が予

想されることや、雇用、個人消費についても改善が見込まれることなどから、景気は底堅く推移する

ものと予測しております。 

当建設業界におきましては、民間設備投資は増勢にある一方、公共工事は一段の減少が予想され、

先行きについては必ずしも楽観できない状況であり、重点投資分野の絞り込みやコスト縮減に向けた

取り組みがさらに進むものと思われます。 
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次期の業績予想といたしましては、次のとおりであります。 

 

＜連  結＞ 

 売 上 高      経 常 利 益      当期純利益 

通 期 ２，０００億円 ２４億円 ６億円 

 （前連結会計年度比 

        10.1％減）

（前連結会計年度比 

            30.6％減）

（前連結会計年度比 

            59.7％減）

 

＜当社単体＞ 

 売 上 高      経 常 利 益      当期純利益 

通 期 １，９００億円 ２０億円 ５億円 

 （前期比 7.8％減） （前期比 30.2％減） （前期比 59.2％減）

 

４．事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなも

のがあります。 

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に万全を

期す方針であります。 

 

（１）建設市場の変動リスク 

当社グループの売上高の主要部分を占める国内建設事業につきましては、約６割が官公庁発注

の工事であり、約４割が民間発注の工事であります。従いまして、当社グループの業績は、わが

国の公共事業投資並びに民間設備投資の動向によりまして、影響を受ける可能性があります。 

（２）海外事業のリスク 

当社グループは、世界各国にて建設事業を行っておりますが、その施工場所における政情の変

化、経済情況の変化、予期せぬ法令・規制の変更等により、影響を受ける可能性があります。 

また海外事業に関する為替変動リスクにつきましては、外貨建て工事代金収入に対応させて原

価支払いを外貨建てとしたり、必要に応じ為替予約などを通じヘッジしておりますが、そのリス

クをすべて排除することは不可能であり、為替変動により影響を受ける可能性があります。 

（３）工事の瑕疵 

工事の品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が

発生した場合は、影響を受ける可能性があります。 

（４）子会社・関係会社の事業リスク 

グループ内の子会社・関連会社が実施している事業に関しまして、市場動向の急激な変動があ

った場合には、影響を受ける可能性があります。 

（５）資産の時価下落リスク 

当社グループの保有する不動産・有価証券の時価の下落により、影響を受ける可能性がありま

す。 
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（６）繰延税金資産 

繰延税金資産につきましては、今後の課税所得をもって全額回収可能と判断しておりますが、

将来の課税所得見積額の変更等により、繰延税金資産について一部回収が困難であると判断した

場合は、影響を受ける可能性があります。 
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【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) 
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    

   現金預金  23,606 24,857  1,251

   受取手形・ 
   完成工事未収入金等 

※１ 65,857 79,506  13,649

   未成工事支出金等  35,029 27,403  △7,626

   販売用不動産  16,738 14,564  △2,174

   繰延税金資産  5,553 5,327  △226

   立替金  12,626 13,313  686

   その他流動資産  7,688 6,654  △1,034

    貸倒引当金  △1,556 △1,536  19

   流動資産合計  165,544 68.0 170,090 68.6 4,545

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

   建物・構築物 ※２ 19,570 19,493  △76

   機械・運搬具・ 
工具器具備品 

 31,636 31,837  200

   土地 ※３ 30,409 30,030  △379

   建設仮勘定  78 127  49

    減価償却累計額  △35,906 △37,238  △1,331

   有形固定資産合計  45,788 18.8 44,250 17.8 △1,537

２ 無形固定資産  795 0.3 640 0.3 △154

３ 投資その他の資産    

   投資有価証券 ※４ 19,380 25,210  5,829

   長期貸付金  663 913  250

   繰延税金資産  8,283 4,785  △3,498

   土地再評価に係る 
   繰延税金資産 

※５ 186 ―  △186

   その他投資等 ※６ 9,665 8,710  △954

    関係会社投資損失引当金  ― △78  △78

    貸倒引当金  △6,857 △6,412  444

   投資その他の資産合計  31,322 12.9 33,128 13.3 1,806

   固定資産合計  77,905 32.0 78,020 31.4 114

  資産合計  243,449 100.0 248,110 100.0 4,660
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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    

   支払手形・工事未払金等  66,752 71,519  4,766

   短期借入金 ※７ 39,337 42,106  2,769

   コマーシャル・ペーパー  6,000 11,000  5,000

   未払法人税等  1,933 1,110  △823

   未成工事受入金等  21,574 14,743  △6,831

   完成工事補償引当金等  66 73  7

   工事損失引当金  129 593  464

   預り金  9,485 9,072  △413

   その他流動負債  4,951 4,762  △188

   流動負債合計  150,231 61.7 154,982 62.5 4,751

Ⅱ 固定負債    

   長期借入金 ※８ 26,380 20,717  △5,663

   土地再評価に係る 
   繰延税金負債 

※９ ― 2,828  2,828

   退職給付引当金  11,322 6,912  △4,409

   役員退職給与引当金  95 100  4

   開発事業損失引当金  6,836 6,210  △626

   債務保証損失引当金  ― 560  560

   その他固定負債 ※10 3,205 2,863  △342

   固定負債合計  47,841 19.6 40,192 16.2 △7,648

  負債合計  198,072 81.3 195,174 78.7 △2,897

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分  1,388 0.6 1,520 0.6 132

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※11 16,469 6.8 18,976 7.6 2,507

Ⅱ 資本剰余金  15,586 6.4 18,085 7.3 2,498

Ⅲ 利益剰余金  9,833 4.0 10,476 4.2 642

Ⅳ 土地再評価差額金 ※12 △275 △0.1 △2,853 △1.1 △2,578

Ⅴ その他有価証券評価差額金  2,918 1.2 7,205 2.9 4,287

Ⅵ 自己株式 ※13 △543 △0.2 △474 △0.2 68

  資本合計  43,989 18.1 51,415 20.7 7,426

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

 243,449 100.0 248,110 100.0 4,660
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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) 

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  201,158 100.0  222,529 100.0 21,371

Ⅱ 売上原価  183,365 91.2  204,927 92.1 21,562

売上総利益  17,792 8.8  17,602 7.9 △190

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 13,791 6.8  13,706 6.1 △84

営業利益  4,001 2.0  3,895 1.8 △106

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  63 62  

受取配当金  382 459  

為替差益  － 53  

その他  111 557 0.3 135 710 0.3 153

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  920 931  

貸倒引当金繰入額  3 26  

為替差損  103 ―  

その他  185 1,214 0.6 187 1,145 0.5 △68

経常利益  3,344 1.7  3,460 1.6 115

Ⅵ 特別利益    

前期損益修正益  134 1,137  

固定資産売却益 ※２ 507 154  

投資有価証券売却益  9 175  

退職給付信託設定益  ― 2,423  

その他特別利益  42 693 0.3 23 3,913 1.7 3,220

Ⅶ 特別損失    

前期損益修正損  46 31  

固定資産売却損 ※３ 38 93  

固定資産除却損  182 27  

投資有価証券評価損  7 ―  

販売用不動産評価損  2,988 555  

施設利用権評価損  53 2  

減損損失 ※４ 82 63  

長期債権貸倒引当金繰入額  ― 1,949  

債務保証損失引当金繰入額  ― 560  

開発事業損失引当金繰入額  6,836 ―  

開発事業損失  740 ―  

その他特別損失  697 11,672 5.8 498 3,781 1.7 △7,890

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

 △7,633 △3.8  3,593 1.6 11,226

法人税、住民税及び事業税  1,869 1,048  

法人税等調整額  △4,376 △2,506 △1.2 989 2,038 0.9 4,544

少数株主利益  53 0.0  66 0.0 12

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △5,181 △2.6  1,488 0.7 6,669
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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) 

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  15,582  15,586 4

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   自己株式処分差益  4 6  

   新株予約権の行使による 

増加高 
 ― 4 2,492 2,498 2,494

Ⅲ 資本剰余金期末残高  15,586  18,085 2,498

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  15,541  9,833 △5,707

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   当期純利益  ― 1,488  

   土地再評価差額金取崩額  449 449 ― 1,488 1,038

Ⅲ 利益剰余金減少高    

   当期純損失  5,181 ―  

   配当金  976 585  

   役員賞与  0 ―  

   土地再評価差額金取崩額  ― 6,157 260 845 △5,312

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,833  10,476 642
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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) 

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 

    

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

 △7,633 3,593 11,226 

減価償却費  2,871 2,706 △165 

減損損失  82 63 △18 

貸倒引当金の増加・減少(△)額  △395 △464 △69 

退職給付引当金の増加・ 
減少(△)額 

 △1,289 △4,409 △3,120 

役員退職給与引当金の増加・ 
減少(△)額 

 △718 4 723 

開発事業損失引当金の増加・ 
減少(△)額 

 6,836 △626 △7,462 

受取利息及び受取配当金  △446 △521 △75 

支払利息  920 931 10 

為替差損・差益(△)  △88 △191 △102 

有価証券・投資有価証券評価損  7 1 △6 

販売用不動産評価損  2,988 555 △2,433 

施設利用権評価損  53 2 △50 

有価証券・投資有価証券 
売却損・売却益(△) 

 △9 △159 △150 

有形固定資産等売却損・ 
売却益(△) 

 △468 △61 407 

有形固定資産等除却損  242 57 △184 

受取手形の減少・増加(△)額  805 △2,548 △3,354 

売上債権の減少・増加(△)額  3,360 △11,100 △14,461 

未成工事支出金等の減少・ 
増加(△)額 

 2,931 7,626 4,695 

販売用不動産の減少・ 
増加(△)額 

 1,833 1,540 △293 

支払手形の増加・減少(△)額  △5,122 792 5,914 

仕入債務の増加・減少(△)額  △305 3,974 4,280 

未成工事受入金等の増加・ 
減少(△)額 

 △1,615 △6,831 △5,215 

その他  △161 2,953 3,114 

小計  4,677 △2,111 △6,788 

利息及び配当金の受取額  453 521 67 

利息の支払額  △956 △941 15 

法人税等の支払額  △918 △1,871 △952 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,255 △4,403 △7,658 
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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) 金額(百万円) 金額(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  △1,661 △1,798 △136 

有形固定資産の売却による収入  2,516 378 △2,138 

無形固定資産の取得による支出  △206 △80 125 

有価証券・投資有価証券の 
取得による支出 

 △158 △413 △254 

有価証券・投資有価証券の 
売却による収入 

 29 925 896 

貸付けによる支出  △131 △636 △505 

貸付金の回収による収入  258 58 △200 

その他  464 661 197 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,110 △904 △2,015 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の増加・減少(△)額  △1,703 176 1,880 

長期借入れによる収入  10,460 5,292 △5,168 

長期借入金の返済による支出  △8,612 △8,363 248 

社債の発行による収入  ― 4,980 4,980 

社債の償還による支出  △3,700 ― 3,700 

コマーシャル・ペーパーの 
増加・減少(△)額 

 △1,000 5,000 6,000 

自己株式の取得による支出  △58 △3 54 

自己株式の売却による収入  24 77 53 

配当金の支払による支出  △976 △585 390 

その他  △3 △22 △19 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △5,569 6,552 12,122 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 85 181 95 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加・減少(△)額 

 △1,117 1,425 2,542 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  24,430 23,312 △1,117 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  23,312 24,738 1,425 
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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 

 (1) 連結子会社 

 

12社 

連結子会社名は、1ページ目「企業

集団の状況」に記載のとおりでありま

す。 

 

同左 

 (2) 非連結子会社 ６社 

主要な非連結子会社名は次のとおり

であります。 

  千代田エステート株式会社 

非連結子会社６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。 

７社 

主要な非連結子会社名は次のとおり

であります。 

  千代田エステート株式会社 

非連結子会社７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 

非連結子会社６社(千代田エステー

ト㈱ほか)及び関連会社８社(浅間山開

発㈱ほか)についてはそれぞれ当期純

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

おります。 

非連結子会社７社(千代田エステー

ト㈱ほか)及び関連会社１０社(浅間山

開発㈱ほか)についてはそれぞれ当期

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

ております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結財務諸表提出会社と同一でありま

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 

①有価証券 

 ａ)満期保有目的の債券 

   償却原価法 

 ｂ)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) 

①有価証券 

 ａ)満期保有目的の債券 

同左 

 ｂ)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 

②デリバティブ 

  時価法 

   時価のないもの 

同左 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 

未成工事支出金等 個別法による

原価法 

販売用不動産 個別法による

原価法 

材料貯蔵品 移動平均法に

よる原価法 
 

③たな卸資産 

未成工事支出金等 同左 

 

販売用不動産 同左 

 

材料貯蔵品 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) 

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

①有形固定資産 

  定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)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。 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産及び長期前払費用 

  定額法 

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

よっております。 

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

おります。 

②無形固定資産及び長期前払費用 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上

基準 

①貸倒引当金 

  債権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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②完成工事補償引当金等 

  完成工事等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

成工事高等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 

②完成工事補償引当金等 

同左 

 ③工事損失引当金 

  受注工事の将来の損失に備えるた

め、工事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、損失見込

相当額を個別に見積り、同額を引当

計上しております。 

③工事損失引当金 

同左 

 ④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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。 

  過去勤務債務は、提出会社につい

て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(５年)に

よる定額法により、発生した連結会

計年度から費用の減額処理をしてお

ります。 

④退職給付引当金 

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) 

   数理計算上の差異は、提出会社に

ついて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。 

  なお連結子会社については、過去

勤務債務及び数理計算上の差異は発

生しておりません。 

 

 ⑤役員退職給与引当金 

  役員退職金の支出に備えて、内規

に基づく当連結会計年度末要支給額

の100％相当額を計上しておりま

す。 

  なお、提出会社については、役員

退職慰労金制度を廃止し、平成16年

６月29日開催の定時株主総会におい

て退職慰労金の打ち切り支給案が承

認されたことに伴い、役員退職給与

引当金の全額を取り崩しておりま

す。 

⑤役員退職給与引当金 

同左 

 

 

 

――――― 

 ⑥開発事業損失引当金 

  宅地開発事業などに係る損失に備

えるため、事業内容等を個別に検討

し、損失見込額を計上しておりま

す。 

⑥開発事業損失引当金 

同左 

 ――――― ⑦債務保証損失引当金 

  取引先に対する債務保証に係る損

失に備えるため、債務保証先の財政

状態を個別に検討し、損失負担見込

額を計上しております。 

 ――――― ⑧関係会社投資損失引当金 

  関係会社に対する投資の損失に備

えるため、投資先の財政状態を勘案

しその株式の実質価額の低下に相当

する額を計上しております。 

 (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 
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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) 重要なヘッジ会計の

方法 

①ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、金利スワップについては

特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ａ)ヘッジ手段 

   金利スワップ取引及び為替予約

取引 

 ｂ)ヘッジ対象 

   借入金、外貨建金銭債権債務 

③ヘッジ方針 

  為替変動リスク及び金利変動リス

クを回避するためにデリバティブ取

引を行っております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘ

ッジ対象の変動額の累計額を比較し

て有効性の判定をしております。 

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 

同左 

 

 ｂ)ヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 (6) その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

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

によっておりますが、工期が１年を

超えかつ請負金額が１億円以上の工

事については工事進行基準によって

おります。 

  なお、工事進行基準によった完成

工事高は71,963百万円であります。

①完成工事高の計上基準 

同左 

 

 

 

 

  なお、工事進行基準によった完成

工事高は90,856百万円であります。

 ②消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

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方

法は、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 

 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いて作成しており

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 

 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ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資としております。 

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） 

 当連結会計年度から、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

しております。この変更により税金等調整前当期純損

失は82百万円増加しております。 

 なお減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき資産の金額から直接控除しております。

――――― 

 
 

(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) 

――――― (連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証

券評価損」については、金額が僅少となったため、

「その他特別損失」に含めて表示することに変更して

おります。なお、当連結会計年度の「投資有価証券評

価損」は１百万円であります。 
 

 

(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) 

(法人事業税外形標準課税) 

 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))に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割の合計額139百

万円については販売費及び一般管理費に計上しており

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 ※４ 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) 379百万円

  

１ ※４ 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) 461百万円

  

２ ※３ ※５ ※12 提出会社は「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日公布法律第19号)に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係

る税金相当額を「土地再評価に係る繰延税金資産」

として資産の部に計上し、当該再評価差額からこれ

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４項に定める

「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した価

額」に合理的な調整を行って算出しております。

・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期
末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額 6,000百万円

  

２ ※３ ※５ ※９ ※12 提出会社は「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日公布法律第19号)に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差

額に係る税金相当額を「土地再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、当該再評価差額か

ら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。 

   なお、当期において、土地の再評価に係る税金相

当額のうち、「土地再評価に係る繰延税金資産」に

ついて回収の可能性を個別に見直した結果、回収の

可能性を見込むことが困難な2,838百万円を取崩

し、同額を「土地再評価差額金」から減額しており

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４項に定める

「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した価

額」に合理的な調整を行って算出しております。

・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期
末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額 6,710百万円

  

３ ※２ ※３ ※４ ※７ ※８ 担保に供している

資産 

建物・構築物 1,033百万円

土地 1,831

投資有価証券 3,868

(上記投資有価証券には連結子会社の所有する親
会社株式134百万円が含まれております。) 

計 6,733

   上記物件について、短期借入金1,094百万円、長

期借入金2,260百万円及び偶発債務等2,494百万円の

担保に供しております。 

  

３ ※２ ※３ ※４ ※６ ※７ ※８ 担保に供し

ている資産 

建物・構築物 763百万円

土地 1,577

投資有価証券 5,360

その他投資等 40

計 7,742

   上記物件について、短期借入金1,113百万円、長

期借入金2,036百万円及び偶発債務等2,354百万円の

担保に供しております。 

  

４ ※４ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券

が472百万円含まれております。 

４ ※４ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券

が920百万円含まれております。 
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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) 

５ 偶発債務 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に

対し、債務保証を行っております。 

当社従業員(銀行借入保証) 50百万円

全国漁港・漁村振興漁業協同組
合連合会(借入保証) 

3,196

その他10件 1,511

計 4,758

  

５ 偶発債務 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に

対し、債務保証を行っております。 

当社従業員(銀行借入保証) 47百万円

全国漁港・漁村振興漁業協同組
合連合会(借入保証) 

2,924

その他７件 937

計 3,909

  

(2) 提出会社は、過去に施工した建築工事(平成元年

竣工、工事価格757百万円、うち共同企業体当社

持分378百万円)の瑕疵を理由として、当該工事の

発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立

てを受けております。なお、現時点では仲裁の結

果を予測することはできません。 

(2) 提出会社は、過去に施工した建築工事(平成元年

竣工、工事価格757百万円、うち共同企業体当社

持分378百万円)の瑕疵を理由として、当該工事の

発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立

てを受けております。なお、現時点では仲裁の結

果を予測することはできません。 

６ ※１ 

受取手形割引高 20百万円

受取手形裏書譲渡高 176百万円
 

６ ※１ 

受取手形割引高 20百万円

受取手形裏書譲渡高 12百万円
 

７ ※11 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式 199,401千株

８ ※13 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、以下のとおりであります。 

普通株式 3,194千株
 

７ ※11 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式 224,946千株

８ ※13 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、以下のとおりであります。 

普通株式 2,862千株
 

９ ※７ 提出会社は運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行８行とコミットメントライン(特定融

資枠)契約を締結しております。 

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 15,000百万円

  

９ ※７ 提出会社は運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行８行とコミットメントライン(特定融

資枠)契約を締結しております。 

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 15,000百万円

  

10 ※10 その他固定負債には連結調整勘定87百万円が

含まれております。 

10 ※10 その他固定負債には連結調整勘定58百万円が

含まれております。 
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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 ※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 5,934百万円

退職給付費用 47

役員退職給与引当金繰入額 40

貸倒引当金繰入額 24

減価償却費 318
 

１ ※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 5,680百万円

退職給付費用 87

役員退職給与引当金繰入額 37

貸倒引当金繰入額 58

減価償却費 286
 

２ 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1,280百万円であります。 

２ 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1,640百万円であります。 

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

土地 393百万円

その他 114

計 507
 

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

船舶 8百万円

その他 146

計 154
 

４ ※３ 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

土地 5百万円

建物 4

船舶 11

その他 16

計 38
 

４ ※３ 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであ

ります。 

土地 76百万円

建物 10

船舶 4

その他 1

計 93
 

５ ※４ 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ております。 

用途 種類 場所 

遊休不動産 土地 千葉県４件、岩手県他５件

賃貸不動産 土地及び建物 東京都１件 

   減損損失を認識した遊休不動産及び賃貸不動産

については、それぞれ個別の物件ごとにグルーピ

ングしております。近年の著しい不動産価額の下

落により、上記の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(82百万円)と

して計上しております。その内訳は、建物４百万

円及び土地77百万円であります。 

   なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額

と使用価値のいずれか高い価額としております。

また、正味売却価額は、帳簿価額に重要性のある

ものについては不動産鑑定士による不動産鑑定評

価額等を使用し、使用価値は将来キャッシュフロ

ー見積額を2.2％で割り引いて算定しております。

 

５ ※４ 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ております。 

用途 種類 場所 

遊休不動産 土地 
千葉県４件 

北海道他３件 

   減損損失を認識した遊休不動産については、そ

れぞれ個別の物件ごとにグルーピングしておりま

す。不動産価額の下落により、上記の資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（63百万円）として計上しております。当

該資産の回収可能価額は正味売却価額としており

ます。 

また、正味売却価額は、帳簿価額に重要性のあ

るものについては不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額等を使用しております。 
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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) 

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 

現金預金勘定 23,606百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△293

現金及び現金同等物 23,312
 

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 

現金預金勘定 24,857百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金 

△119

現金及び現金同等物 24,738

 
 

――――― ２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による 
資本金の増加額 

2,507百万円

新株予約権の行使による 
資本剰余金の増加額 

2,492

新株予約権の行使による 
新株予約権付社債の減少額 

5,000
 

 

 

(リース取引関係) 

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

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) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(1) 時価が連結貸借対照表 
  計上額を超えるもの 

 

   国債・地方債等 77 78 1

   社債 300 302 2

   小計 377 380 3

(2) 時価が連結貸借対照表 
  計上額を超えないもの 

― ― ―

合計 377 380 3

 

２ その他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 7,175 12,552 5,376

  債券  

    社債 5 5 0

  その他 263 282 18

  小計 7,444 12,840 5,395

(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 2,654 2,158 △496

  小計 2,654 2,158 △496

合計 10,099 14,998 4,899

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券(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) 

24 9 ―

 

４ 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 3,640百万円 

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損7百万円を計上しております。 

 

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成17年３月31日) 

区分 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)

債券 

 国債・地方債等 15 20 42

 社債 ― 5 300

合計 15 25 342
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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 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(1) 時価が連結貸借対照表 
  計上額を超えるもの 

 

   国債・地方債等 4 4 0

   社債 ― ― ―

   小計 4 4 0

(2) 時価が連結貸借対照表 
  計上額を超えないもの 

 

   国債・地方債等 57 56 △0

   小計 57 56 △0

合計 62 61 0

 

２ その他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 7,469 19,733 12,264

  債券  

    社債 5 7 2

  その他 214 269 55

  小計 7,688 20,010 12,322

(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 1,746 1,524 △222

  小計 1,746 1,524 △222

合計 9,434 21,534 12,099

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券(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) 

928 175 △15

 

４ 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) 

その他有価証券 

 非上場株式 3,152百万円 

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損1百万円を計上しております。 
 

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成18年３月31日) 

区分 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)

債券 

 国債・地方債等 ― 20 42

 社債 ― 5 ―

合計 ― 25 42

 

 (デリバティブ取引関係) 

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

 
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 採用している退職給付制度の概要 
  確定給付型の制度として、提出会社はキャッシュ

バランスプランを、一部の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。 

  なお、提出会社は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 
  確定給付型の制度として、提出会社はキャッシュ

バランスプランを、一部の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。 

  なお、提出会社は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 

① 退職給付債務 △26,043百万円

② 年金資産 13,430百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △12,612百万円

④ 未認識数理計算上の差異 4,476百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 
  (債務の減額) 

△3,186百万円

⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △11,322百万円
 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △26,408百万円

② 年金資産 20,641百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △5,766百万円

④ 未認識数理計算上の差異 978百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 
  (債務の減額) 

△2,124百万円

⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △6,912百万円
 

  (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。 

 

  (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。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 (注) 917百万円

② 利息費用 631百万円

③ 期待運用収益 △225百万円

④ 数理計算上の差異の費用処

理額 
416百万円

⑤ 過去勤務債務の費用の減額

処理額 
△1,062百万円

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 

678百万円

  (注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、「①勤務費用」に計上しており
ます。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 (注) 909百万円

② 利息費用 645百万円

③ 期待運用収益 △255百万円

④ 数理計算上の差異の費用処

理額 
407百万円

⑤ 過去勤務債務の費用の減額

処理額 
△1,062百万円

⑥ 退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④＋⑤) 

645百万円

  (注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、「①勤務費用」に計上しており
ます。 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方

法 
期間定額基準

② 割引率 2.5％ 

③ 期待運用収益率 2.5％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ５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っております。) 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年 
  (発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数による定額法により、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。) 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方

法 
期間定額基準

② 割引率 2.5％ 

③ 期待運用収益率 2.5％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ５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っております。) 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年 
  (発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数による定額法により、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。) 
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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 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

  (繰延税金資産) 

   退職給付費用 4,855百万円

   たな卸資産評価損 3,483 

   貸倒引当金繰入限度超過 742 

   施設利用権評価損 656 

   賞与引当金 523 

   投資有価証券評価損 372 

   役員退職給与引当金 32 

   減価償却超過額 77 

   未払事業税 172 

   開発事業損失引当金 3,084 

   その他 2,367 

   繰延税金資産小計 16,369 

   評価性引当額 △463 

   繰延税金資産合計 15,905 

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 △1,979 

   土地評価差額 △1,263 

   その他 △57 

   繰延税金負債合計 △3,300 

   繰延税金資産の純額 12,605 

  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 5,553百万円

固定資産－繰延税金資産 8,283

固定負債－その他固定負債 △1,232
 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

  (繰延税金資産) 

   退職給付費用 3,648百万円

   開発事業損失引当金 3,084 

   たな卸資産評価損 2,950 

   貸倒引当金繰入限度超過 1,211 

   繰越欠損金 728 

   賞与引当金 592 

   施設利用権評価損 521 

   投資有価証券評価損 320 

   未払事業税 78 

   減価償却超過額 39 

   その他 2,718 

   繰延税金資産小計 15,895 

   評価性引当額 △787 

   繰延税金資産合計 15,108 

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 △4,888 

   土地評価差額 △1,250 

   その他 △86 

   繰延税金負債合計 △6,225 

   繰延税金資産の純額 8,883 

  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 5,327百万円

固定資産－繰延税金資産 4,785

流動負債－その他流動負債 △7

固定負債－その他固定負債 △1,221
 

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を計上しているため、

記載しておりません。 

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 40.4％

  (調整) 

   永久に損金に算入されない項目 10.0％

   住民税均等割 4.5％

   永久に益金に算入されない項目 △2.1％

   その他 3.9％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.7％
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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)

不動産事業
(百万円)

その他の
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 191,892 5,582 3,683 201,158 ― 201,158

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

1,796 700 1,336 3,833 (3,833) ―

計 193,689 6,282 5,020 204,991 (3,833) 201,158

  営業費用 190,274 5,984 4,669 200,928 (3,771) 197,156

  営業利益 3,415 297 351 4,063 (62) 4,001

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 165,752 38,623 4,796 209,171 34,277 243,449

減価償却費 2,523 258 82 2,863 7 2,871

  資本的支出 1,616 100 17 1,734 134 1,868

(注) １ 事業の区分は、日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案して区分しております。 
２ 各区分の主な事業内容 
 (1) 建設事業…………土木・建築その他建設工事全般に関する事業 
 (2) 不動産事業………不動産の売買及び賃貸に関する事業 
 (3) その他の事業……船舶の建造・修理、各種代行業務ほか 
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39,455百万円であります。その主なものは、

提出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 
 

 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) 

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の
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 214,088 4,912 3,527 222,529 ― 222,529

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

1,178 869 995 3,044 (3,044) ―

計 215,267 5,782 4,523 225,574 (3,044) 222,529

  営業費用 212,023 5,399 4,331 221,753 (3,119) 218,634

  営業利益 3,244 383 192 3,820 75 3,895

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 166,203 34,391 4,751 205,346 42,763 248,110

減価償却費 2,448 186 75 2,709 (3) 2,706

  資本的支出 1,473 30 53 1,557 3 1,560

(注) １ 事業の区分は、日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案して区分しております。 
２ 各区分の主な事業内容 
 (1) 建設事業…………土木・建築その他建設工事全般に関する事業 
 (2) 不動産事業………不動産の売買及び賃貸に関する事業 
 (3) その他の事業……船舶の建造・修理、各種代行業務ほか 
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46,752百万円であります。その主なものは、

提出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 
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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) 

 
国内 

(百万円)

東南 
アジア 
(百万円)

その他 
の地域 
(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 

178,269 16,547 6,341 201,158 ― 201,158

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 178,269 16,547 6,341 201,158 (―) 201,158

  営業費用 173,792 16,618 6,745 197,156 (―) 197,156

  営業利益又は営業損失(△) 4,477 △71 △404 4,001 (―) 4,001

Ⅱ 資産 183,704 12,683 7,605 203,993 39,455 243,449

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 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39,455百万円であります。その主なものは、提

出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 

 

 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) 

 
国内 

(百万円)

東南 
アジア 
(百万円)

その他 
の地域 
(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 

190,897 17,807 13,824 222,529 ― 222,529

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 190,897 17,807 13,824 222,529 (―) 222,529

  営業費用 186,327 18,097 14,209 218,634 (―) 218,634

  営業利益又は営業損失(△) 4,569 △289 △384 3,895 (―) 3,895

Ⅱ 資産 180,024 13,872 7,461 201,358 46,752 248,110

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 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46,752百万円であります。その主なものは、提

出会社の余資運用資金(現預金)、投資有価証券等であります。 
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【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) 

 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,547 6,341 22,888

Ⅱ 連結売上高(百万円) 201,158

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％) 

8.2 3.2 11.4

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 海外売上高は、提出会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 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) 

 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,807 13,824 31,632

Ⅱ 連結売上高(百万円) 222,529

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％) 

8.0 6.2 14.2

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域……東南アジア：シンガポール、フィリピン、ベトナム 

２ 海外売上高は、提出会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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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。 

 

 (重要な後発事象) 

 

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) 

提出会社は平成17年4月27日の取締役会決議に基づ

き、平成17年5月13日に第1回無担保転換社債型新株

予約権付社債を次のとおり発行しております。 

 

東亜建設工業株式会社第1回無担保転換社債型新株予

約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同

順位特約付） 

 発行総額  50億円 

 発行価格  額面100円につき金100円 

 利率    本社債には利息を付しません。 

 払込期日  平成17年5月13日 

 償還の方法 平成19年5月11日に総額を償還する。 

 資金の使途 設備投資資金及び事業運転資金 

――――― 
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