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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 37,818 （　13.8) △76 (　　－) 34 (△81.6)

17年３月期 33,233 (　 6.9) 115 (　　－) 188 (　　－)

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 △1,474 (　－) △130 54 － － △23.2 0.1 0.1

17年３月期 35 (　－) 3 15 － － 0.5 0.7 0.5

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △0百万円 17年３月期 △5百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期  11,295,399株 17年３月期 11,295,630株

③会計処理の方法の変更 無

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

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 32,294 6,356 19.7 562 79

17年３月期 28,551 7,743 27.1 685 52

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 11,295,220株 17年３月期 11,295,630株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 1,627 △451 △209 3,157

17年３月期 △1,487 △106 △54 2,191

(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 7社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －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 14,500 △170 △140

通　期 39,000 300 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 8円85銭

※　上記の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ます。実際の業績等は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社８社及び関連会社３社で構成されており、建設事業を主

な内容とし、更に各事業に関連した事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の３部門は「連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

建設事業　　　　当社及び子会社の守谷建工株式会社、守谷道路株式会社、丸善土木株式会社、トヨタホームしなの株

式会社及び機材サービス株式会社は建設事業を営んでおります。

不動産事業　　　当社及び子会社の守谷不動産株式会社は、不動産事業を営んでおります。

その他の事業　　主な事業は次のとおりであります。

子会社の菅平峰の原グリーン開発株式会社は、ゴルフ場の経営を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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当    社 

建 設 事 業 不動産事業・その他の事業 

建 設 事 業 

連結子会社 
守谷建工株式会社 
守谷道路株式会社 
丸善土木株式会社 
トヨタホームしなの株式会社 
機材サービス株式会社 

不動産事業・その他の事業 

連結子会社 
守谷不動産株式会社 
菅平峰の原グリーン開発株式会社 

※上記のほかに持分法適用関連会社として株式会社ソイビートがあります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、創業以来の「良い仕事を残す」をモットーとして、誠実な工事を手がけ堅実な経営に努めて社会

に貢献してまいります。また、常に新しい情報を吸収し、技を磨き、英知を結集して、ますます多様化・高度化する

ニーズに的確に応えていくことが使命であると考えております。

　この方針に沿って、健全な成長を確実なものにするため、攻めと改革の経営を推進し、より高品質の工事の提供と

環境保全活動に積極的に取り組み、受注と収益の拡大を図り、業績の向上と経営基盤の強化に全力を傾注していく所

存であります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要施策の一つと位置づけており、経営基盤の強化、財務体質の

充実、収益力の向上により企業価値を高めることに努めております。配当につきましては、財務状況、連結業績等を

総合的に勘案し、適正かつ安定的な利益配分を行っていく方針であります。なお、会社法施行後における当社の配当

方針につきましては、当面従来の方針を継続することとなり、特段の変更は予定しておりません。

　また、内部留保金につきましては、業界における競争激化に対処し、財務の安全性を高め、信用力・支払能力の強

化による受注及び仕入の優位性を確保するとともに、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要、新規事業

に向けた投資等に備えるものであり、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引き下げについて、株式の流動性向上並びに個人投資家の株式市場への参加を促進する有効な

施策と認識しております。

　したがって、当社の株価が長期にわたり現在の水準を大幅に上回る状態になった場合には、具体的な施策について

検討したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

  平成18年度を初年度とする新中期３ヵ年経営計画の基本方針となる「経営資源の選択と集中による恒常的収益構造

の確立」を実現するために、目標とする経営指標を経常利益の拡大と位置づけ、従来から重視してまいりました完成

工事粗利益率の向上と固定費の削減に注力し、安定した利益を確保する体制を構築するとともに、資産及び資本効率

の意識を高め、総資産利益率（ＲＯＡ）並びに株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上にも努め、企業価値を高めてまいり

ます。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成18年度を初年度とする新中期３ヵ年経営計画を策定し、以下の個別戦略を骨子に中期経営計

画を推進してまいります。　

 ① 収益構造の再構築

  従来の長野県を中心営業圏とした受注体制から、長野北陸圏・首都圏・中京圏の３地域を核とした受注体制を確

立し、収益の拡大を図ってまいります。また、リニューアル事業及び開発事業分野の強化と土木事業分野の業務再

構築を実施してまいります。

② 人員構造の再構築

  都市圏での業容拡大に伴い経営資源の適正配置を実施し、経営の効率化を図るとともに、技術系職員の採用を積

極的に行い施工品質の維持・向上に努めてまいります。

 ③ 組織構造の再構築

  建築・土木の事業分野における協調体制の構築、管理本部の組織体制・情報システムの再構築等、経営環境の変

化に対応した効率的な組織体制への移行と戦略的な情報システムの構築を図ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

① コア(民間建築)事業の競争力の強化

  熾烈な受注競争において競争優位性を保つため、早い段階での情報収集・初動が営業活動に求められており、提

案営業も含め営業力強化による特命受注・設計施工物件のウェイトアップが重要課題であります。また、現場部門

での施工精度の向上、購買部門での集中購買の徹底等により、工事原価の削減によるコスト競争力の強化を図って

まいります。
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② 新分野の開拓

  造注活動を中心した本業内新分野の事業形態の実現に注力するとともに、新規事業についても引き続き積極的な

検討を行い、建設業以外の分野においても新たな収益事業の展開を模索してまいります。

③ 効率的なグループ経営

　グループ各社の役割の明確化と経営資源の最適化を図るため、グループ各社の統合や業務移管等によるグループ

経営効率の向上も重要課題と認識し、連結経営を意識した対応によりグループとしての企業価値を高めてまいりま

す。　　

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実強化の一環として、内部管理体制強化のために業務全般に亘る牽制組

織の整備、規程類の整備を図っております。当社は、「組織管理規程」、「業務管理規程」を始めとした各種規程

類により、職務分掌、職務権限、決裁事項・決裁権限の範囲を明らかにし責任体制の確立を図っております。

　また、全社的な統括部門としての管理本部および社長室を設け、それぞれ内部規程に基づき社内業務全般の管

理・統制を行い、現業部門(各事業本部、支店)及びグループ会社に対して内部牽制が適切かつ合理的に機能するよ

う運営しております。業務遂行におけるこれらの規程等の遵守状況は、業務・会計監査を分掌する監理室により確

認されております。

  なお、管理部門の配置状況及び業務部門への牽制機能は以下のとおりであります(平成18年４月１日現在)。
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代表取締役社長 

管理経理部 

管理本部 

内部監査 
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② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　一元管理による管理体制の強化と人材の再配置による業務処理の効率化を目的として、本社管理部門の組織簡素

化、拡大する名古屋支店の組織体制の再構築、建築・土木両事業本部工務部の組織簡素化について検討を重ね、平

成18年４月１日付にて組織の改廃・新設を実施致しました。

　また、監理室は監査役及び会計監査人との連携強化を行いつつ、監査計画に基づく監査を実施しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　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

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰に伴い原材料価格が上昇しましたが、企業収益はおおむね

好調を維持し、また個人消費も堅調に推移するなど、景気は緩やかに回復してまいりました。

　建設業界におきましては、公共工事は引き続き減少傾向にあり、アスベスト被害、マンションの耐震強度偽装問題

の発生等、業界を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況にありましたが、企業収益の改善を受け民間工事は回復基調

に転じ、所得環境の好転から大都市圏を中心にマンション需要も好調に推移する等、受注環境は明るさが増してまい

りました。

　このような状況のなか、当社グループは顧客第一主義を徹底しつつ、「高品質工事・サービスの提供」・「選別受

注の徹底」・「原価・経費の合理的削減」を基本方針として、受注段階から利益管理を徹底するとともに、引き続き

首都圏・中京圏での受注を積極的に拡大して営業基盤の強化に努めてまいりました。

　この結果といたしまして、当連結会計年度の業績は、連結売上高が37,818百万円(前連結会計年度比13.8％増)とな

りましましたが、連結経常利益は、当社の売上総利益の減少及び新規事業として進出したプレハブ住宅事業の費用先

行等の要因から34百万円(前連結会計年度比81.6％減)となり、固定資産の減損会計の適用及び当社の引当金計上等の

要因による多額な特別損失の発生により、連結当期純損失1,474百万円(前連結会計年度は35百万円の当期純利益)とな

りました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（建設事業）

　完成工事高は建築工事が増加したことにより37,388百万円（前連結会計年度比14.4％増）となり、営業損失は22

百万円（前連結会計年度は営業利益172百万円）となりました。

（不動産事業）

　不動産事業の売上高は154百万円（前連結会計年度比32.0％減）、営業利益は5百万円（前連結会計年度比84.4％

減）となりました。

（その他の事業）

　その他の事業の売上高はゴルフ事業の低迷により274百万円（前連結会計年度比11.8％減）、営業損失は58百万円

（前連結会計年度は営業損失91百万円）となりました。

(2）財政状態

 ① 当連結会計年度のキャッシュ・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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ966百万

円増加し、当連結会計年度末は3,157百万円となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果、獲得した資金は1,627百万円（前連結会計年度は1,487百万円の使用）となりました。これは主

に完成工事高の増加による仕入債務の増加が売上債権の増加を上回り、かつ繰越工事高の増加による未成工事受入

金の増加が未成工事支出金の増加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）

  投資活動の結果、使用した資金は451百万円（前連結会計年度は106百万円の使用）となりました。これは主に有

形固定資産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）

  財務活動の結果、使用した資金は209百万円（前連結会計年度は54百万円の使用）となりました。
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 ② キャッシュ・フローの指標トレンド

平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率 27.1％ 19.7％

時価ベースの自己資本比率 10.5％ 12.4％

債務償還年数 －  2.3年

インタレスト・カバレッジ・レシオ △20.8倍 23.6倍

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．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。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．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。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。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。

４．平成17年３月期の債務償還年数は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）次期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、企業収益が改善し設備投資も増加しており、企業部門の収益環境は今後とも底

堅く推移するものと思われます。企業部門の好調さが家計部門にも波及しつつあり、個人消費の回復基調は続くもの

と見込まれます。一方、原油価格や金利の動向等、今後の経済に影響を与える不安要因もあり、長期に亘って現在の

景気回復基調が持続するか否かは、予断を許さないものがあります。

　建設業界におきましては、民需は企業の設備投資の増加や所得環境の好転等による住宅投資の増加等により回復基

調にあるものの、官需は財政再建のための公共投資の削減が一段と強まることが予想され、供給過剰の環境のなかで

今後も熾烈な価格競争が続くものと思われます。

　このような環境を踏まえ、当社グループは、平成18年度を初年度とする新中期３ヵ年経営計画の基本方針である「経

営資源の選択と集中による恒常的収益構造の確立」を目指し、今年度は、「攻める地域の明確化による売上高の増

大」・「各ポジションの連携力強化による粗利益率の向上」・「固定費の合理的削減」を基本方針として、諸施策を

積極的に推進してまいります。

　これら諸施策の実施と大幅に増加した繰越工事高等の要因から、次期の連結業績予想は、連結売上高39,000百万円

(前連結会計年度比3.1％増)、連結経常利益300百万円(前連結会計年度比8.6倍増)、連結当期純利益100百万円(前連結

会計年度は1,474百万円の当期純損失)の増収増益を予想しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの業績及び財務状況等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。

　なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日（平成18年５月26日）現在において当社グループが判断

したものであります。

 ① 経済の状況及び公共投資の状況について

  当社グループの中核事業である建設事業は、営業活動を行っている地域の経済状況が悪化したり公共投資が減少

した場合は受注面において影響を受けるため、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ② 工事受注方法について

  民間工事における発注方法の多くは、工事業者に見積を依頼して、その中から発注先を決定する方法が採られて

います。また、公共工事においては、入札により工事業者を決定する方法が採られています。官・民いずれにおい

ても、受注するための決定要素は見積価格です。したがって、当社グループが他の参加者に比して価格優位性がな

い場合は受注できないことになります。競争激化により受注価格が著しく低下したりすると、当社グループの業績

及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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 ③ 売上高の変動要因について

　当社グループにおける建設事業の売上高は、完成工事基準を採用しているため、工期及び受注時期のタイミング

が、当該連結会計年度の売上高に大きな影響を与えます。連結会計年度をまたぐ工事が増加した場合においては、

当該連結会計年度の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、公共工事においては、連結会計年度後半の完成工事が多いので公共工事の割合が高まれば、中間連結会計

期間の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 資材調達について

　建設事業においては、多くの資材の調達が必要となります。

鋼材等の建設資材の不足あるいは価格が急騰した場合、工期や原価に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財務

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤ 工事代金回収について

　建設事業においては、工事の受注から完成までに相当期間を要することから、その間に発注者側の信用状況が変

化し、工事代金回収に遅延や貸倒れが発生するリスクを有しております。リスク顕在化により当社グループの業績

及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑥ 瑕疵責任について

　当社グループが行う施工工事・サービス等には、瑕疵が生じるリスクがあります。

　当社グループの中核事業である建設事業は、社会生活の基盤を造る事業であり、公共性・安全性が求められてお

り、責任期間も長期にわたります。そのため、様々な規制・法令の適用があり、また、高い技術力の伴った施工能

力を求められているので、瑕疵が生じた場合は直接的損害のみならず間接的損害の責任も問われる可能性があり、

当社グループの事業、業績及び財務状況にも悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦ 法的規制について

　当社グループの建設事業における取引については、「建設業法」「建築基準法」「宅地建物取引業法」等の法的

規制があります。現時点の規制に従って業務を遂行しておりますが、将来において規制等の変更がなされた場合、

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑧ 人材の確保について

　当社グループの中核事業である建設事業は、優秀な資格者と高度な技術による施工実績の良好な評価が、事業を

継続拡大するためのベースとなっており、それゆえに優秀な人材を獲得し維持する必要があります。

　当社グループの人事部門は、優秀な人材を確保するため注力しておりますが、当社グループが必要とする人材が

計画どおり確保できなかった場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金預金   3,207,009   4,209,859  

受取手形・完成工事未収
入金等

  7,494,983   9,922,909  

販売用不動産   592,578   523,957  

未成工事支出金   7,834,420   8,723,654  

繰延税金資産   84,797   97,121  

その他   688,483   787,698  

貸倒引当金   △77,946   △120,968  

流動資産合計   19,824,326 69.4  24,144,231 74.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

建物・構築物 ※２  5,084,436   4,881,916  

機械・運搬具・工具器
具・備品

  1,168,524   1,114,009  

土地 ※２  3,081,613   3,149,918  

コース勘定   778,558   39,577  

減価償却累計額   △3,595,690   △3,635,447  

有形固定資産計   6,517,443 22.8  5,549,975 17.2

２．無形固定資産   134,192 0.5  48,571 0.1

３．投資その他の資産        

投資有価証券 ※１  798,747   1,119,176  

長期貸付金   179,744   84,104  

繰延税金資産   584,076   617,688  

その他 ※２  714,053   1,095,402  

貸倒引当金   △200,916   △364,712  

投資その他の資産計   2,075,705 7.3  2,551,658 7.9

固定資産合計   8,727,341 30.6  8,150,205 25.2

資産合計   28,551,668 100.0  32,294,437 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形・工事未払金   7,942,224   11,589,908  

短期借入金 ※２  3,342,176   3,065,572  

未払法人税等   55,399   126,233  

未成工事受入金   5,028,977   6,587,587  

賞与引当金   36,079   86,146  

完成工事補償引当金   32,722   33,715  

その他   547,062   631,659  

流動負債合計   16,984,640 59.5  22,120,821 68.5

Ⅱ　固定負債        

長期借入金 ※２  523,312   669,558  

退職給付引当金   1,591,354   1,617,276  

役員退職慰労引当金   110,195   120,901  

入会保証預り金   1,576,500   1,392,400  

その他   22,272   16,630  

固定負債合計   3,823,633 13.4  3,816,765 11.8

負債合計   20,808,274 72.9  25,937,587 80.3

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  1,712,500 6.0  1,712,500 5.3

Ⅱ　資本剰余金   1,341,130 4.7  1,341,130 4.2

Ⅲ　利益剰余金   4,591,274 16.1  3,037,666 9.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   99,298 0.3  266,476 0.8

Ⅴ　自己株式 ※５  △809 △0.0  △922 △0.0

資本合計   7,743,393 27.1  6,356,850 19.7

負債及び資本合計   28,551,668 100.0  32,294,437 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

完成工事高  32,693,886   37,388,904   

兼業事業売上高  539,425 33,233,311 100.0 429,631 37,818,535 100.0

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価  30,692,715   35,454,494   

兼業事業売上原価  441,557 31,134,272 93.7 335,947 35,790,442 94.6

売上総利益        

完成工事総利益  2,001,170   1,934,410   

兼業事業売上総利益  97,867 2,099,038 6.3 93,683 2,028,093 5.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,983,590 6.0  2,104,248 5.6

営業利益又は営業損失
（△）

  115,447 0.3  △76,155 △0.2

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  14,759   7,426   

受取賃貸料  30,519   35,370   

その他 ※３ 128,269 173,549 0.5 141,039 183,836 0.5

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  71,887   69,330   

貸倒引当金繰入額  20,009   －   

持分法による投資損失  5,209   371   

その他  2,972 100,079 0.3 3,125 72,827 0.2

経常利益   188,917 0.5  34,854 0.1

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※４ 85   1,077   

投資有価証券売却益  －   6   

貸倒引当金戻入益  9,767   －   

過去勤務債務戻入益  51,195 61,049 0.2 － 1,084 0.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

固定資産売却損 ※５ 3,977   45,051   

固定資産除却損 ※６ 2,529   3,604   

投資有価証券売却損  4,750   888   

投資有価証券評価損  420   9,999   

貸倒引当金繰入額  －   192,796   

販売用不動産評価損  7,192   84,038   

会員権評価損  500   1,400   

減損損失  ※７ － 19,368 0.0 1,206,388 1,544,168 4.1

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

  230,598 0.7  △1,508,229 △4.0

法人税、住民税及び事業
税

 39,309   125,662   

法人税等調整額  155,727 195,037 0.6 △159,352 △33,689 △0.1

当期純利益又は当期純損
失（△）

  35,560 0.1  △1,474,540 △3.9

       

(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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,341,130  1,341,130

Ⅱ　資本剰余金期末残高   1,341,130  1,341,130

     

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,634,783  4,591,274

Ⅱ　利益剰余金増加高      

当期純利益  35,560 35,560 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

配当金  79,069  79,067  

　　　当期純損失  － 79,069 1,474,540 1,553,608

Ⅳ　利益剰余金期末残高   4,591,274  3,037,666
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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（△）

 230,598 △1,508,229

減価償却費  188,218 159,422

退職給付引当金の増加・
減少（△）額

 △217,615 25,922

役員退職慰労引当金の増
加・減少（△）額

 △2,635 10,706

貸倒引当金の増加・減少
（△）額

 △1,911 271,072

賞与引当金の増加額  32,361 50,067

完成工事補償引当金の増
加額

 8,092 992

受取利息及び受取配当金  △22,586 △16,669

支払利息  71,887 69,330

持分法による投資損失  5,209 371

固定資産売却益  △85 △1,077

投資有価証券売却益  － △6

固定資産売却損  3,977 45,051

固定資産除却損  2,529 3,604

投資有価証券売却損  4,750 888

投資有価証券評価損  420 9,999

会員権評価損  500 1,400

減損損失  － 1,206,388

売上債権の増加額  △252,068 △2,833,775

販売用不動産の減少額  46,169 118,407

未成工事支出金の増加額  △1,165,798 △889,233

仕入債務の増加・減少
（△）額

 △70,979 3,647,683

未成工事受入金の増加・
減少（△）額

 △512,422 1,558,610

未払消費税等の増加・減
少（△）額

 △155,862 58,795

その他の流動資産の減
少・増加（△）額

 501,161 △60,218

その他流動負債の減少額  △121,533 △203,794

小計  △1,427,624 1,725,709
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  22,577 16,568

利息の支払額  △71,622 △68,821

法人税等の支払額  △11,257 △45,956

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,487,925 1,627,500

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金純増加額  △79,402 △36,586

有形固定資産の取得によ
る支出

 △36,835 △409,530

有形固定資産の売却によ
る収入

 1,308 56,879

無形固定資産の取得によ
る支出

 △5,998 △3,066

無形固定資産の売却によ
る収入

 164 1,300

投資有価証券の取得によ
る支出

 △49,339 △53,868

投資有価証券の売却によ
る収入

 250 2,781

貸付けによる支出  △329 △111,000

貸付金の回収による収入  12,433 123,507

その他の投資活動による
支出

 △23,015 △67,800

その他の投資活動による
収入

 74,266 45,506

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △106,498 △451,876
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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

 164,000 △292,000

長期借入れによる収入  － 750,000

長期借入金の返済による
支出

 △139,080 △588,358

自己株式純増加額  － △113

配当金の支払額  △79,077 △78,889

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △54,157 △209,360

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加・減少（△）額

 △1,648,581 966,263

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 3,840,252 2,191,670

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 2,191,670 3,157,934
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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) 連結子会社の数　７社 (1) 連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

　守谷建工株式会社

　守谷道路株式会社

　丸善土木株式会社

　菅平峰の原グリーン開発株式会社

　守谷不動産株式会社

　トヨタホームしなの株式会社

　機材サービス株式会社

連結子会社の名称

　守谷建工株式会社

　守谷道路株式会社

　丸善土木株式会社

　菅平峰の原グリーン開発株式会社

　守谷不動産株式会社

　トヨタホームしなの株式会社

　機材サービス株式会社

(2）主要な非連結子会社の名称 (2）主要な非連結子会社の名称

　北信越道路サービス株式会社 同左

非連結子会社は、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）等からみて

いずれも小規模であり、連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数　１社

持分法適用関連会社の名称

　株式会社ソイビート

なお、株式会社ソイビートについては、

株式取得により関連会社に該当するこ

とになったため、当連結会計年度より

持分法適用会社に含めております。

(1）持分法適用の関連会社数　１社

持分法適用関連会社の名称

　株式会社ソイビート

(2）持分法非適用の主要な非連結子会社名

及び関連会社名

(2）持分法非適用の主要な非連結子会社名

及び関連会社名

持分法非適用の主要な非連結子会社名

　北信越道路サービス株式会社

持分法非適用の主要な非連結子会社名

　　　　　同左

持分法非適用の主要な関連会社名

　株式会社あづみ野フルーツパーク

持分法非適用の主要な関連会社名

　　　　　　同左

持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社は、それぞれ当期純損益

（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範囲から除外

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すべて連結決算日

と同じであります。

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）

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

ａ．有価証券 その他有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの

連結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）によっております。

　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によっており

ます。

時価のないもの

同左

ｂ．たな卸資産 販売用不動産

個別法による原価法によっております。

販売用不動産

同左

未成工事支出金

個別法による原価法によっております。

未成工事支出金

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産及び投資その他の資産・その

他（投資不動産）

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）につ

いては定額法）によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

有形固定資産及び投資その他の資産・その

他（投資不動産）

同左

無形固定資産

自社利用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。

無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

債権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

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

賞与引当金

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
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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）

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の見込

額に基づいて計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の連結

会計年度から費用処理しております。

過去勤務債務は、発生年度に一括処理し

ております。

なお、当連結会計年度において退職金規

程を改定したことに伴う過去勤務債務戻

入益を特別利益に計上しております。

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の見込

額に基づいて計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の連結

会計年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっております。

消費税等に相当する額の会計処理

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について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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

に基づ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

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引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

からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）を適用しております。これによ

り営業損失が12,945千円減少し、税金等調整前当期純損失

は1,193,443千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

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

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

後に開始する連結会計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計上しており

ます。

この結果、販売費及び一般管理費が16,135千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が16,135千

円減少しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対するものは

次のとおりであります。

※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対するものは

次のとおりであります。

投資有価証券（株式）      51,790千円 投資有価証券（株式） 51,418千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

建物・構築物   914,594千円

土地 1,177,588

投資その他の資産・その他（投

資不動産）
   80,000

計 2,172,183

上記に対応する債務

短期借入金 2,507,568千円

長期借入金  500,000

計 3,007,568

（注）上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000

千円は、当座借越契約の担保に供しておりま

す。なお、当連結会計年度末において同契約

による当座借越残高はありません。

建物・構築物 870,365千円

土地  1,177,529

投資その他の資産・その他（投

資不動産）
80,000

計 2,127,894

上記に対応する債務

短期借入金 2,300,000千円

長期借入金 500,000

計 2,800,000

（注）上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000

千円は、当座借越契約の担保に供しておりま

す。なお、当連結会計年度末において同契約

による当座借越残高はありません。

３　保証債務

下記の取引先の住宅分譲前金等に対して債務保証を

行っております。

３　保証債務

下記の取引先の住宅分譲前金等に対して債務保証を

行っております。

一建設㈱     162,980千円

㈱ノウビ 18,100

 計  181,080

一建設㈱ 104,540千円

第一住宅協同組合 114,450

㈱ノウビ 60,120

 計 279,110

※４　発行済株式総数 ※４　発行済株式総数

普通株式 11,300,000株 普通株式 11,300,000株

※５　自己株式の保有数 ※５　自己株式の保有数

普通株式 4,370株 普通株式 4,780株
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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。

※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。

役員報酬     245,737千円

従業員給料手当     667,343

賞与引当金繰入額 10,694

退職給付費用     50,540

役員退職慰労引当金繰入額 7,085

役員報酬 249,822千円

従業員給料手当  656,938

賞与引当金繰入額 24,477

退職給付費用 45,804

役員退職慰労引当金繰入額 29,806

貸倒引当金繰入額 81,795

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 47,018千円 一般管理費に含まれる研究開発費 40,243千円

※３　このうち主要な内訳及び金額は次のとおりでありま

す。

※３　このうち主要な内訳及び金額は次のとおりでありま

す。

入会保証預り金償還益      90,780千円 入会保証預り金償還益     89,790千円

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械・運搬具・工具器具・備品      85千円 土地 236千円

投資その他の資産・その他　　

（投資不動産）
840

計 1,077

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

機械・運搬具・工具器具・備品   3,364千円

無形固定資産 241

投資その他の資産・その他　　

（投資不動産）
371

計 3,977

建物・構築物 38,226千円

土地 6,620

無形固定資産  205

計 45,051

※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物     432千円

機械・運搬具・工具器具・備品 2,096

計 2,529

建物・構築物   2,401千円

機械・運搬具・工具器具・備品 1,157

無形固定資産  45

計 3,604
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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）

 ※７　　　　　　　─────── ※７　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

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

 （千円）

長野県須

坂市

建設事業

資産
土地 48,736

長野県須

坂市

ゴルフ場

資産

建物・構

築物
337,991

コース勘

定
738,981

無形固定

資産
80,679

当社グループは、自社利用の事業用資産については

主として支店等の拠点ごとに、賃貸用資産について

は個別物件ごとにグルーピングしております。

その結果、営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスの事業について、当該事業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

（1,206,388千円）として特別損失に計上しておりま

す。なお、当該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、その評価額は不動産鑑定士の

鑑定評価額あるいは固定資産税評価額に基づいて算

定しております。

（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連結会計年度末残高と連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金預金勘定  3,207,009千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金・

定期積金
△1,015,338

現金及び現金同等物 2,191,670

現金預金勘定    4,209,859千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金・

定期積金
△1,051,925

現金及び現金同等物 3,157,934
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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）

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

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

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

連結会計年
度末残高相
当額
（千円）

建物・構築物 94,349 34,816 59,532

機械・運搬
具・工具器
具・備品

61,208 37,139 24,069

合計 155,557 71,956 83,601

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

連結会計年
度末残高相
当額
（千円）

建物・構築物 94,349 54,761 39,587

機械・運搬
具・工具器
具・備品

49,898 34,940 14,957

合計 144,247 89,702 54,545

（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

おります。

（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

おります。

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

１年内 29,056千円

１年超 54,545

合計 83,601

１年内       22,299千円

１年超 32,245

合計 54,545

（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おります。

（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おります。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料      23,345千円

減価償却費相当額      23,345千円

支払リース料         29,056千円

減価償却費相当額      29,056千円

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。

──────

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。
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②　有価証券関係

１．その他有価証券で時価のあるもの

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの

株式 323,776 524,376 200,600 372,050 845,297 473,246

小計 323,776 524,376 200,600 372,050 845,297 473,246

(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 100,608 66,380 △34,227 92,539 66,260 △26,279

小計 100,608 66,380 △34,227 92,539 66,260 △26,279

合計 424,384 590,757 166,372 464,590 911,557 446,966

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

250 － 4,750 2,781 6 888

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 156,199 156,199

  （注）　（前連結会計年度）

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について420千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べ50％以上下落し、

回収可能性が乏しい、又は不明な場合に減損処理を行っております。

  （注）　（当連結会計年度）

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について9,999千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べ50％以上下落し、

回収可能性が乏しい、又は不明な場合に減損処理を行っております。

③　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）

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）

　当社及び連結子会社はデリバティブ取引を全く行ってお

りませんので、該当事項はありません。

同左
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④　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

当社及び連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は退職一時金制度を設けておりま

す。

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 1,597,379千円

退職給付引当金 1,591,354

未認識数理計算上の差異 6,025

退職給付債務 1,606,649千円

退職給付引当金 1,617,276

未認識数理計算上の差異 △10,626

　（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．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

退職給付費用 92,047千円

勤務費用 95,053

利息費用 44,442

数理計算上の差異の費用処

理額
3,747

過去勤務債務の処理額 △51,195

退職給付費用 130,573千円

勤務費用 84,997

利息費用 39,296

数理計算上の差異の費用処

理額
6,279

  

　（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。

　（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 2.5％

退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 5年

過去勤務債務の処理年数 一括処理

割引率 2.5％

退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 5年
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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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 千円

販売用不動産評価損否認 209,899

繰越欠損金 13,741

貸倒引当金繰入限度超過額 29,542

賞与引当金 14,327

完成工事補償引当金 13,129

その他 25,748

小計 306,389

評価性引当額 △221,591

繰延税金資産（流動）合計 84,797

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 593,748

繰越欠損金 140,489

貸倒引当金繰入限度超過額 54,509

役員退職慰労引当金 44,449

投資有価証券評価損否認 22,804

減価償却超過額 20,193

その他 6,370

小計 882,564

　評価性引当額 △231,413

繰延税金資産（固定）合計 651,150

繰延税金負債（固定）

　その他有価証券評価差額金 △67,074

繰延税金資産（固定）純額 584,076

繰延税金資産（流動） 千円

販売用不動産評価損否認 233,377

貸倒引当金繰入限度超過額 40,116

賞与引当金 34,566

完成工事補償引当金 13,541

その他 21,285

小計 342,886

評価性引当額 △245,764

繰延税金資産（流動）合計 97,121

  

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 650,614

減損損失 482,604

繰越欠損金 159,852

貸倒引当金繰入限度超過額 144,246

役員退職慰労引当金 48,803

投資有価証券評価損否認 26,848

減価償却超過額 18,636

その他 15,907

小計 1,547,513

　評価性引当額 △749,334

繰延税金資産（固定）合計 798,178

繰延税金負債（固定）

　その他有価証券評価差額金 △180,490

繰延税金資産（固定）純額 617,688

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.7

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.6

住民税均等割等 8.0

評価性引当額の増加額 25.3

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 84.6

％

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.2

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
0.1

住民税均等割等 △1.2

評価性引当額の増加額 △35.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.2
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⑥　セグメント情報

ａ．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
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 32,693,886 227,861 311,564 33,233,311 － 33,233,311

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,333 － － 5,333 (5,333) －

計 32,699,219 227,861 311,564 33,238,645 (5,333) 33,233,311

営業費用 32,526,890 192,998 403,307 33,123,197 (5,333) 33,117,863

営業利益又は営業損失(△) 172,328 34,862 △91,743 115,447 － 115,447

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 24,145,333 879,323 1,346,048 26,370,705 2,180,962 28,551,668

減価償却費 141,452 1,886 44,879 188,218 － 188,218

資本的支出 18,923 285 36,764 55,974 － 55,974

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(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高集計区分を勘案して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　　建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業

不動産事業　　自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業

その他の事業　ゴルフ場に関する事業他

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、2,799,361千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金及び投資有価証券であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

建設事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 37,388,904 154,941 274,689 37,818,535 － 37,818,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,578 － － 4,578 (4,578) －

計 37,393,483 154,941 274,689 37,823,114 (4,578) 37,818,535

営業費用 37,416,405 149,515 333,348 37,899,269 (4,578) 37,894,691

営業利益又は営業損失(△) △22,922 5,425 △58,658 △76,155 － △76,155

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 28,545,783 753,865 183,811 29,483,460 2,810,976 32,294,437

減価償却費 133,078 1,667 24,676 159,422 － 159,422

減損損失 48,736 － 1,157,652 1,206,388 － 1,206,388

資本的支出 401,072 － 11,524 412,596 － 412,596

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(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高集計区分を勘案して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　　建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業

不動産事業　　自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業

その他の事業　ゴルフ場に関する事業他

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、3,259,747千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金及び投資有価証券であります。

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、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）を適用しております。これにより、建設事業について資産は48,736千円少なく計上されて

いるとともに、その他の事業について営業損失は12,945千円、資産は1,144,707千円少なく計上されておりま

す。なお、不動産事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

平成18年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載

をしておりません。

ｃ．海外売上高

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

平成18年３月31日）において、海外売上高はありませんので記載をしておりません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　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。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額（円　銭） 685　52 562　79

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△）（円　銭）
 3　15 △130　54

潜在株式調整後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

については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、１株当たり当期純損失が

計上されており、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

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

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)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 35,560 △1,474,540

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
35,560 △1,474,540

期中平均株式数（株） 11,295,630 11,295,399

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．受注高・売上高・繰越高

(1）受注高

事業の種類別セグメントの名称
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）

建設事業（千円） 34,154,079 42,764,454（25.2％増）

不動産事業（千円） 227,861 154,941（32.0％減）

その他の事業（千円） 311,564 274,689（11.8％減）

合計（千円） 34,693,504 43,194,085（24.5％増）

(2）売上高

事業の種類別セグメントの名称
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）

建設事業（千円） 32,693,886 37,388,904（14.4％増）

不動産事業（千円） 227,861 154,941（32.0％減）

その他の事業（千円） 311,564 274,689（11.8％減）

合計（千円） 33,233,311 37,818,535（13.8％増）

(3）繰越高

事業の種類別セグメントの名称
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）

建設事業（千円） 24,058,214 29,433,764（22.3％増）

不動産事業（千円） － －（　　－　）

その他の事業（千円） － －（　　－　）

合計（千円） 24,058,214 29,433,764（22.3％増）

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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