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１．平成18年6月期の業績（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

(1)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6月期 5,591 (△29.9) △194 (  － ） △178 (  －  ) 

17年6月期 7,977 ( △1.3) 74 (△78.4) 88 (△74.3)

 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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年6月期 28 (△23.1) 4 15 － 0.8 △3.5 △3.2

17年6月期 37 (△83.7) 5 39 － 1.1 1.7 1.1

(注) ①持分法投資損益 18年6月期 －百万円 17年6月期 －百万円

 ②期中平均株式数 18年6月期 6,860,000株 17年6月期 6,860,000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)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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年6月期 5,090 3,354 65.9 488 97

17年6月期 5,115 3,355 65.6 489 07

(注) ①期末発行済株式数 18年6月期 6,860,000株 17年6月期 6,860,000株

 ②期末自己株式数 18年6月期 －株 17年6月期 －株

(3)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6月期 △39 143 △54 1,261

17年6月期 △276 △8 △68 1,212

２．平成19年6月期の業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30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  3,800  40  35

通　期  8,000  120  100

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  14円 58銭  

３．配当状況

現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
（百万円）

配当性向
（％）

純資産
配当率(％) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年6月期 － － － 8 － 8 54 148.4 1.6

18年6月期 － － － 8 － 8 54 192.8 1.6

19年6月期
(予想)

－ － － 8 － 8

（注）18年６月期期末配当金の内訳　普通配当　8円

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　当社は関係会社がないため、記載すべき事項はありません。

２．経営方針

（1）会社の経営方針

　当社は、「利益を上げることを通じて長期に渡り社会に貢献する」をテーマに、社員は仕事への意義を理解し希望と

情熱を傾け人への感謝と本音で素直な心の社風、また社会から日本一信頼される会社を目指し成長し続けるとともに顧

客の日々多様化するニーズを的確にとらえ画期的な企画提案また積極的な技術革新によって他社に負けない専門的で独

自の技術力でキラリと光る存在感のある企業であり続けることを当社の経営方針としております。

（2）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、業績に応じた配分を基本として、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を重

要な経営方針の一つとして位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。内部留保金につきま

しては、長期安定的な経営基盤強化のための原資として有効に活用させていただき営業力の強化と収益力の一層の向上

に努めていく所存であります。

（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　長引く建設不況が続く中、依然として公共投資は抑制され受注競争はますます厳しくなっております。当社は、公共

工事依存体質からの脱却を図るため、民間の営業強化を図るとともに、更なる成長のため新規事業の探索および主力分

野における抜本的な原価の低減に努め収益構造の改革を進めることを重点施策として利益を上げることを通じて長期に

渡り社会に貢献し、社員は仕事への意義を理解し希望と情熱を傾け、人への感謝と本音で素直な心の社風、また社会か

ら信頼される会社として一層の努力を重ねる為の会社組織を構築する方針であります。

　具体的には民間の建築営業として、福祉施設の建設、地域性を活かした企画提案型の物件、県内だけにとどまらない

自社開発物件推進を経営戦略上の主要課題として位置づけ、建築事業部門の更なる成長を目途として参ります。また、

将来を見据えて海外への建設事業展開も進めて、低迷する国内需要からの打開策といたします。汚染土壌の調査、分析、

浄化を取り入れ全国への営業展開を継続するとともに従来からの当社の技術ノウハウを上記事業展開に活用していく所

存であります。これらを達成することにより、顧客から信頼される企業が確立されるものと思料したします。

　上記を踏まえての、今後の当社の事業の進展、継続のために講ずべき具体的施策は以下のとおりであります。

1）低価格受注の中での利益確保

2）人材育成

3）開発事業の推進

4）環境事業の推進

5）海外事業の推進
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（4）親会社等に関する事項

　　　該当事項はありません。　

（5）内部管理体制の整備・運用状況

　　1）管理体制の整備の状況

　当社では、組織規程及び業務規程をはじめとする各種規程を整備しており業務の能率的運営及び責任体制の確

立を図っております。当社全体の内部牽制機能の強化を担う組織としては、各部署より選出された内部監査チー

ムによる内部監査が実施されております。

　　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

　毎年７月に監査計画書及び監査実施スケジュールを作成し、監査を行っております。その際、指摘事項につ

いては改善勧告を行い、改善策の徹底・各部門への水平展開・再発防止に努めております。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善と民間設備投資の増加および個人消費の緩やかな好転に支えられ、おお

むね景気は回復基調で推移いたしました。

　この間、建設業界におきましては、公共投資の減少による工事受注環境は以前にも増して厳しく、また民間工事にお

きましても受注競争が一段と激化し安値受注の傾向は以前として改善されておらず、総じて厳しい状況が続いておりま

す。

　このような環境下にありまして、当社におきましては収益の改善に繋がる打開策の模索と検討を重ね、また実施に移

しながら全社一丸となって懸命な努力をいたしました。長期的には成果が期待されるものの、当期の業績については厳

しい経営環境下で推移しました。この結果、当期の業績は、受注高6,547万円（前年同期比18.8％増）、完成工事高

5,591百万円（同29.9％減）、経常損失178百万円（前期88百万円の経常利益）、当期純利益28百万円(同23.1％減)とな

りました。

　次に、各部門別の概況は次のとおりであります。

受注高

　土木部門で前年同期比14.0％の増加となりました。内訳は一般土木部門で同32.6％の増加、地下技術部門で同67.0％

の減少、舗装部門で同41.2％の増加となりました。建築部門では同25.0％の増加となりました。

　主な受注工事は、土木部門で平成１７年度第４号琵琶湖流域下水道東北部彦根第二幹線高宮工区管渠築造工事、平成

１７年度第５号琵琶湖流域下水道東北部彦根第二幹線河瀬工区管渠築造工事であります。

　建築部門では、社会福祉法人達真会 特別養護老人ホームけやきの杜新築工事、ＫＫマンション新築工事であります。

完成工事高

　土木部門で前年同期比39.1％の減少となりました。内訳は一般土木部門で同43.7％の減少、地下技術部門で同38.2％

の減少、舗装部門で13.8％の増加となりました。建築部門では同3.9％の減少となりました。

　主な完成工事は、土木部門で、平成１５年度第１号琵琶湖流域下水道湖南中部甲西南幹線石部工区管渠築造工事、第

２名神池田高架橋（下部工）東工事、建築部門では、南草津センター新築工事、北川マンション新築工事であります。

（2）財政状態

　当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が49百万円増加し、期末残高は、1,261百万円とな

りました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、39百万円の減少(前期は276百万円の減少)となりました。これは主に、販売

用不動産の増加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、143百万円の増加(前期は8百万円の減少)となりました。これは主に、有形固

定資産の売却による収入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、54百万円の減少(前期は68百万円の減少)となりました。これは主に、配当金

の支払によるものであります。

 

（3）次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、建設業の長引く不況が続く中、依然として公共投資は抑制され受注競争も益々厳しい

状況で推移していくものと考えられます。

　このような状況下にありまして、当社といたしましても引き続き会社一丸となって経営組織のスリム化、またコスト

削減に取組み、業績計画の目標達成に向け全社一丸となって邁進する所存であります。

　通期の業績予想といたしましては、売上高8,000百万円、経常利益120百万円、当期純利益100百万円を見込んでおり

ます。

　また、利益配当金につきましては、１株につき８円を予定しております。
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４．財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30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        

１．現金預金   1,535,836   1,585,283  

２．受取手形   271,968   208,253  

３．完成工事未収入金   1,611,335   1,435,179  

４．有価証券   21,271   21,274  

５．販売用不動産   182,964   352,514  

６．材料貯蔵品   25,940   22,304  

７．前払費用   2,647   2,755  

８．繰延税金資産   68,398   25,396  

９．立替金   47,791   11,486  

10．未収入金   －   226,259  

11．その他流動資産   19,590   18,818  

貸倒引当金   △2,288   △598  

流動資産合計   3,785,455 74.0  3,908,927 76.8

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※１ 555,127   536,235   

減価償却累計額  307,473 247,653  323,408 212,827  

２．構築物  52,712   52,712   

減価償却累計額  39,722 12,989  40,941 11,770  

３．機械装置  2,039,500   1,984,714   

減価償却累計額  1,857,013 182,486  1,835,647 149,066  

４．車両運搬具  77,694   75,963   

減価償却累計額  52,642 25,052  52,560 23,402  

５．工具器具・備品  117,098   120,756   

減価償却累計額  97,517 19,580  101,249 19,507  

６．土地 ※１  323,642   250,692  

７．建設仮勘定   13,672   －  

有形固定資産計   825,077 16.1  667,267 13.1

(2）無形固定資産        

１. 工業使用権　   23,000   17,000  

２．ソフトウェア   5,549   4,833  

３．電話加入権   2,796   2,796  

無形固定資産計   31,346 0.6  24,630 0.5
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前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   217,748   259,819  

２．出資金   1,050   1,050  

３．長期貸付金   41,100   55,543  

４．破産債権、更生債権等   749,912   22,194  

５．長期前払費用   7,908   5,525  

６．繰延税金資産   113,646   154,918  

７．会員権   36,827   36,819  

８．その他投資等   4,830   6,748  

貸倒引当金   △699,312   △52,663  

投資その他の資産計   473,711 9.3  489,956 9.6

固定資産合計   1,330,135 26.0  1,181,853 23.2

資産合計   5,115,590 100.0  5,090,781 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   274,780   112,770  

２．工事未払金   1,122,100   1,138,596  

３．未払金   5,339   18,994  

４. 従業員に対する未払金
　 

※４  100,863   －  

５．未払費用   19,049   16,742  

６．未払法人税等   16,616   －  

７．未払消費税等   －   12,800  

８．未成工事受入金   42,679   256,565  

９．預り金   9,388   111,738  

10．完成工事補償引当金   17,550   13,200  

11．賞与引当金   31,178   －  

流動負債合計   1,639,547 32.0  1,681,406 33.0
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前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債        

１. 役員退職慰労引当金   85,581   20,549  

２．預り保証金   10,458   9,462  

３．預り敷金   25,000   25,000  

固定負債合計   121,039 2.4  55,011 1.1

負債合計   1,760,586 34.4  1,736,417 34.1

 （資本の部）        

Ⅰ　資本金  ※２  849,500 16.6  － －

Ⅱ　資本剰余金        

 　１. 資本準備金  625,900   －   

　　　資本剰余金合計 　 　　   625,900 12.2  － －

Ⅲ　利益剰余金　        

 　１. 利益準備金  188,250   －   

 　２. 任意積立金        

 　　　　別途積立金  1,520,000   －   

 　３. 当期未処分利益  138,094   －   

 　　利益剰余金合計   1,846,344 36.1  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   33,259 0.7  － －

 　　資本合計   3,355,004 65.6  － －

 　　負債・資本合計   5,115,590 100.0  － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  ※２  － －  849,500 16.7

２．資本剰余金        

　　 資本準備金  －   625,900   

　資本剰余金合計   － －  625,900 12.3

３．利益剰余金        

（1）利益準備金  －   188,250   

（2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   1,540,000   

繰越利益剰余金  －   91,673   

　　利益剰余金合計   － －  1,819,923 35.7

　　株主資本合計   － －  3,295,323 64.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１.その他有価証券評価差額
金

  － －  59,040 1.2

評価・換算差額等合計   － －  59,040 1.2

純資産合計   － －  3,354,364 65.9

　　負債・純資産合計   － －  5,090,781 100.0
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(2) 損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   7,977,587 100.0  5,591,764 100.0

Ⅱ　売上原価        

　　　完成工事原価   7,479,187 93.8  5,353,946 95.7

完成工事総利益   498,399 6.2  237,818 4.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

 1．役員報酬  69,457   53,156   

 2．従業員給料手当  128,319   149,626   

 3．賞与引当金繰入額  6,590   －   

 4．退職給付費用  698   －   

 5．役員退職慰労引当金繰入
額

 8,483   4,374   

 6．法定福利費  24,318   24,058   

 7．福利厚生費  10,533   7,761   

 8．修繕維持費  14,001   3,613   

 9．事務用品費  4,851   4,764   

10．通信交通費  12,853   25,284   

11．動力用水光熱費  1,943   2,085   

12．調査研究費 ※３ 22,037   8,370   

13. 広告宣伝費  1,928   1,214   

14．貸倒引当金繰入額  －   3,720   

15．交際費  2,339   3,330   

16．寄付金  6,217   3,727   

17．地代家賃  16,463   21,153   

18．減価償却費  15,552   13,157   

19．租税公課  12,974   18,877   

20．保険料  489   502   

21．雑費  63,694 423,747 5.3 83,146 431,926 7.7

営業利益   74,652 0.9  △194,108 △3.4
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前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,318   1,241   

２．受取配当金  3,391   3,141   

３．受取賃貸料  9,610   8,995   

４．雑収入  2,680 17,000 0.2 7,184 20,562 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  1,831   1,448   

２．支払保証料  1,463 3,295 0.0 3,524 4,973 0.1

経常利益   88,357 1.1  △178,519 △3.1

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  25,589   138,840   

２．完成工事補償引当金戻入
益

 －   805   

３．固定資産売却益 ※２ 10,832 36,421 0.5 149,744 289,390 5.2

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  10,991   －   

２．貸倒引当金繰入額  12,256   －   

３．販売用不動産評価損  －   7,450   

４．固定資産処分損 ※１ 3,582   554   

５. 減損損失 ※４ －   55,603   

６. 役員退職功労加算金  － 26,830 0.3 31,608 95,216 1.7

税引前当期純利益   97,949 1.3  15,654 0.3

法人税、住民税及び事業
税

 44,635   9,009   

過年度法人税、住民税及
び事業税 

 17,788   －   

更生による還付税額  －   △6,069   

法人税等調整額  △1,483 60,940 0.8 △15,744 △12,805 △0.2

当期純利益   37,009 0.5  28,459 0.5

前期繰越利益   101,084   －  

当期未処分利益   138,094   －  
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  1,613,903 21.6 979,055 18.3

Ⅱ　労務費  368,540 4.9 274,752 5.1

Ⅲ　外注費  4,107,503 54.9 2,960,066 55.3

Ⅳ　経費  1,389,240 18.6 1,140,072 21.3

（うち人件費）  (490,835)  （6.5） (194,911)  (3.6)

計  

7,479,187 100.0 5,353,946 100.0

  

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(3) キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

   

税引前当期純利益  97,949 15,654

減価償却費  95,101 75,836

減損損失  － 55,603

退職給付引当金の減少額  △128,808 －

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額）

 5,333 △65,032

賞与引当金の減少額  △8,822 △31,178

完成工事補償引当金の減少額  △1,330 △4,350

貸倒引当金の減少額  △21,356 △648,338

受取利息及び受取配当金  △4,709 △4,383

支払利息  1,831 1,448

投資有価証券評価損  10,991 －

固定資産売却益  △10,832 △149,744

固定資産処分損  3,582 554

販売用不動産の増加額  － △177,000

販売用不動産評価損  － 7,450

売上債権の減少額（△増加
額）

 △134,206 239,869

材料貯蔵品の減少額  887 3,636

破産債権、更生債権等の減少
額

 10,591 727,718

仕入債務の増加額（△減少
額）

 19,690 △145,515

未払金の増加額  107,183 △84,653

未払消費税等の増加額(△減
少額)

 △16,102 12,800

未成工事受入金の増加額(△
減少額)

 △183,500 213,885

その他の流動資産の増加額  △32,300 △166,183

その他の流動負債の増加額
(△減少額)

 △32,516 102,046

その他  △1,591 8

小計  △222,934 △19,867
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前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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  4,711 4,362

利息の支払額  △1,831 △1,448

法人税等の支払額  △56,803 △22,268

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △276,857 △39,221

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

定期預金の預入による支出  △345,000 △345,000

定期預金の払戻による収入  345,000 345,000

有形固定資産の取得による支
出

 △68,618 △18,635

有形固定資産の売却による収
入

 55,695 193,640

無形固定資産の取得による支
出

 △2,380 △1,346

投資有価証券の有償減資によ
る収入

 － 1,184

貸付による支出  － △33,000

貸付金の回収による収入  3,216 3,469

その他の固定資産の減少額
（△増加額）

 3,431 △1,918

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △8,655 143,394

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入れによる収入  750,000 550,000

短期借入金の返済による支出  △750,000 △550,000

配当金の支払額  △68,376 △54,723

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △68,376 △54,723

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
(△減少額)

 △353,889 49,449

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  1,565,997 1,212,108

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高  1,212,108 1,261,557
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(4) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年9月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   138,094

合　　計   138,094

Ⅱ　利益処分額    

株主配当金  54,880  

（１株につき）  (普通配当８円)  

任意積立金    

　別途積立金  20,000 74,880

Ⅲ　次期繰越利益   63,214
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  株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年　7月　1日　至平成18年　6月　30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年　6月 30日　残高

（千円）
849,500 625,900 625,900 188,250 1,520,000 138,094 1,846,344 3,321,744

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（千円） － － － － 20,000 △20,000 － －

剰余金の配当（千円） － － － － － △54,880 △54,880 △54,880

当期純利益（千円） － － － － － 28,459 28,459 28,459

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － 20,000 △46,420 △26,420 △26,420

平成18年　6月　30日　残高

（千円）
849,500 625,900 625,900 188,250 1,540,000 91,673 1,819,923 3,295,323

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年　6月　30日　残高

（千円）
33,259 33,259 3,355,004

事業年度中の変動額

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

25,780 25,780 25,780

事業年度中の変動額合計

（千円）
25,780 25,780 △639

平成18年　6月　30日　残高

（千円）
59,040 59,040 3,354,364
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法

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

定しております。)

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 　時価のないもの

移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産

同左

 材料貯蔵品

　総平均法による原価法

材料貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法

　主な耐用年数

建　　物　　　７～50年

機械装置　　　２～７年

有形固定資産

同左

 無形固定資産

　 定額法　

　なお、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。

無形固定資産

同左

４．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

 完成工事補償引当金

　完成工事に関するかし担保及びアフター

サービス等の費用に充てるため、当期の完

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

 賞与引当金

　従業員への賞与の支給に充てるため、支

給見込額基準によって計上しております。

賞与引当金

－

 退職給付引当金

　　　　　　　　　－

　（追加情報）

　従来、従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しておりましたが、平成17年

６月30日付で退職金制度を廃止いたしました。

この退職金制度廃止に伴い、従業員の退職給

付債務の精算を実施し、従業員に対する精算

額（100,863千円）については未払金として

計上しております。　　　

退職給付引当金

－
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

役員退職慰労引当金

同左

５．完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事進行基準に

よっております。

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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からなって

おります。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

  

 

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 

　　　　　　　　　　　　　－

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

　これにより税引前当期純利益は55,603千円減少しており

ます。

 

　　　　　　　　　　　　　－

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月9日）を適用しております。

　この変更は、同会計基準及び同適用指針が当事業年度よ

り適用されることとなったことに伴うものであります。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,349,596千円

であり、当会計基準による影響はありません。　
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（貸借対照表）

　前期において区分掲記していました「預け金」は総資産

額の1/100以下となったため、「その他流動資産」に含め

て表示しています。なお、当期の「預け金」は325千円で

す。　

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　前期まで営業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記

していた「預け金の増加額」は、金額の重要性がなくなっ

たため、当期より「その他の流動資産の減少額（△増加

額）」に含めて表示しております。なお、当期の営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の減少額

（△増加額）」に含まれる「預け金の減少額」は543千円

であります。

（貸借対照表）

　前期において流動資産の「その他流動資産」に含めてお

りました「未収入金」（前期15,963千円）は、資産の総額

の1/100を超えることとなったため、当期より区分掲記し

ております。　　　　　　　　

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　－
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

土地 130,448千円

建物 121,441千円

計 251,889千円

土地  95,183千円

建物 112,814千円

計    207,997千円

上記に対応する債務　　　　　　　－　　千円　 上記に対応する債務　　　　　　　－　　千円　

    

※２　会社の発行する株式の総数

（普通株式） 22,000,000株

発行済株式総数（普通株式） 6,860,000株

自己株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨を定款に規定しており

ます。

 

※２　会社の発行する株式の総数

（普通株式）   22,000,000株

発行済株式総数（普通株式）    6,860,000株

自己株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる旨を定款に規定しており

ます。

 

 ３　 配当制限　

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は33,259千円で

あります。

 ３　 配当制限　

－

 

 

 

 

※４　従業員に対する未払金の内容は、退職金制度廃止

に伴う従業員に対する退職給付債務の清算額であり

ます。

※４　－
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※１　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

除却損  

　車両運搬具 446千円

  

売却損  

建物 836千円

車両運搬具 2,299千円

計 3,135千円

除却損  

　車両運搬具    524千円

　工具器具・備品 30千円

計      554千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 4,234千円

その他 6,597千円

計 10,832千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 120,778千円

その他 28,965千円

計 149,744千円

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 22,037千円 一般管理費に含まれる研究開発費   8,370千円

※４　減損損失

　　　　　　　　　　　　　－

※４　減損損失

　当社は各事業部門別の事業用資産、共用資産、

及び遊休資産にグルーピングしており、当事業年

度において以下の資産について減損損失を認識し

ました。 

用途 種類 場　所
減損損失

（千円）

遊休 土地
滋賀県

甲賀市
36,411

遊休 建物 同上 19,191

 計  55,603

 

 

　当社の保有する遊休資産のうち、回収可能価額

が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（55,603千円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、時価については主要なものは不動産鑑

定評価額により、それ以外のものについては固定

資産税評価額を合理的に調整した価額により算定

しております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

１.　事業年度の末日における発行済株式の数

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 6,860,000 － － 6,860,000

合計 6,860,000 － － 6,860,000

２.　配当に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年9月29日

定時株主総会
普通株式 54,880 8 平成17年6月30日 平成17年9月29日

　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　 次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年9月27日

定時株主総会
普通株式 54,880  利益剰余金 8 平成18年6月30日 平成18年9月28日

－ 20 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と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６月30日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,535,836千円

有価証券勘定 21,271千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　△345,000千円

現金及び現金同等物 1,212,108千円

現金及び預金勘定   1,585,283千円

有価証券勘定     21,274千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △345,000千円

現金及び現金同等物   1,261,557千円

(リース取引関係)

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

　該当事項はありません。

(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

 当事業年度においてリース契約を解約しております

ので該当事項はありません。

(2）未経過リース料期末残高相当額

当事業年度においてリース契約を解約しておりますの

で該当事項はありません。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

　　　支払リース料　　　　　　　374千円

　　　減価償却費相当額　　　　　374千円

(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、残存価格を零とする定

額法によっております。
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(有価証券関係)

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度（平成17年６月30日） 当事業年度（平成18年６月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 115,340 171,428 56,088 134,748 233,809 99,061

小計 115,340 171,428 56,088 134,748 233,809 99,061

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 19,408 19,124 △283 － － －

小計 19,408 19,124 △283 － － －

合計 134,748 190,553 55,805 134,748 233,809 99,061

　（注）　その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っておりま

す。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の

場合

前期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率にあるものについては、

減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２．時価評価されていない主な有価証券の内訳

 前事業年度（平成17年６月30日) 当事業年度（平成18年６月30日)

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

中期国債ファンド 11,270 11,272

フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,000 10,001

非上場株式 27,194 26,010

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　　該当事項なし。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員退職金の一部（30％）について適格退職年金及び一時金制度を設けて

おりましたが、平成17年6月30日付で当該退職金制度を廃止しました。

　この退職金制度廃止に伴い、従業員の退職給付債務の精算を実施し、従業員に対する精算額（100,863千円）に

ついては未払金として計上しております。

　　　　また、これとは別に当社は滋賀県建設業厚生年金基金（総合型）に加入しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

(平成17年６月30日)
当事業年度

(平成18年６月30日)

(1)退職給付債務（千円） － －

(2)年金資産（千円） － －

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） － －

(4)退職給付引当金(3)（千円） － －

　（注）１.当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。

 　　　 ２.滋賀県建設業厚生年金基金の掛金拠出割合より算定した年金資産は以下のとおりであり上記の年金資産には含

まれておりません。

平成17年6月30日現在　　333,253千円

平成18年6月30日現在　　422,296千円

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

退職給付費用   

勤務費用（千円） 7,775 －
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(税効果会計関係)

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 150,521千円

従業員に対する未払金否認 35,844

ゴルフ会員権評価損 6,722

賞与引当金否認 12,595

役員退職慰労引当金否認 34,575

投資有価証券評価損 14,737

その他 37,705

繰延税金資産小計 292,702

評価性引当金 △88,112

繰延税金資産合計 204,590

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △22,545

繰延税金負債合計 △22,545

繰延税金資産(△負債)の純額   182,045千円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額     18,058千円

繰越欠損金 163,098

ゴルフ会員権評価損 6,722

有姿除却 16,228

役員退職慰労引当金否認 8,301

投資有価証券評価損 14,737

減損損失 22,091

その他 26,667

繰延税金資産小計 275,907

評価性引当金 △55,571

繰延税金資産合計 220,335

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △40,020

繰延税金負債合計 △40,020

繰延税金資産(△負債)の純額  180,314千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との調整

 

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
4.3

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.7

住民税均等割等 9.1

未認識の繰延税金資産 △8.0

   過年度法人税、住民税及び事業税 18.1

その他 △1.0

法人税等の負担率 62.2％

  

 

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

との調整

 

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
63.0

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△10.0

住民税均等割等 57.6

未認識の繰延税金資産 △207.9

   過年度法人税、住民税及び事業税 －

   更生による還付税額 △38.8

その他 13.9

法人税等の負担率    △81.8％

  

 

(持分法損益等)

前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　当社は関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。

当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

　当社は関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。
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(関連当事者との取引)

前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

      役員及び個人主要株主等

属性 氏　名 住　所

資本金

または

出資金

職　業

議決権等の
被所有割合

 (％）

関係内容
取引の

内　容

取　引

金　額

(千円)

科　目

期　末

残　高

(千円)

役員の

兼任等

事業上

の関係

役員
及び
その
近親
者

奥村吉朗 滋賀県栗東市 － 当社監査役
直接

0.14
－ －

宅地造成

の請負
21,700

完成工事

未収入金
693

 
役員
及び
その
近親
者

大西藤司 滋賀県甲賀市 － 当社取締役
直接

 1.97
－ －

宅地造成

の請負
5,000

完成工事

未収入金
5,250

　　(注)　１.取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

　　　　　２.取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の取引先と同一であります。

　　　　　３.奥村吉朗氏に対する完成工事における瑕疵担保期間は、５年間であります。

当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

      役員及び個人主要株主等

属性 氏　名 住　所

資本金

または

出資金

職　業

議決権等の
被所有割合

 (％）

関係内容
取引の

内　容

取　引

金　額

(千円)

科　目

期　末

残　高

(千円)

役員の

兼任等

事業上

の関係

役員
及び
その
近親
者

奥村吉朗 滋賀県栗東市 － 当社監査役
直接

0.14
－ －

建築の請

負

宅地造成

の請負

 

12,365

27,300

完成工事

未収入金

5,984

28,665

 
役員
及び
その
近親
者

大西藤司 滋賀県甲賀市 － 当社取締役
直接

 1.97
－ －

建築の請

負

伐採擁壁

の請負

20,022

3,900

完成工事

未収入金

－

－

　　(注)　１.取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

　　　　　２.取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の取引先と同一であります。

　　　　　３.奥村吉朗氏に対する完成工事におけるかし担保期間は、５年間であります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 489円07銭

１株当たり当期純利益 5円39銭

１株当たり純資産額 488円97銭

１株当たり当期純利益  4円 15銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、転換社債等潜在株式がないため記載しておりません。

同左

  

  

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

当事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当期純利益（千円） 37,009 28,459

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益(千円） 37,009 28,459

普通株式の期中平均株式数（株） 6,860,000 6,860,000

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
    (1)受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

項目 部門別
前期繰越工事
高

（千円）

期中受注工事
高

（千円）
計（千円）

当期完成工事
高

（千円）

次期繰越工事
高

（千円）

第51期
自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日

土木部門 5,040,178 3,121,136 8,161,314 5,891,399 2,269,915

建築部門 967,434 2,390,850 3,358,284 2,086,187 1,272,096

計 6,007,612 5,511,986 11,519,598 7,977,587 3,542,011

第52期
自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日

土木部門 2,269,915 3,558,475 5,828,390 3,586,924 2,241,465

建築部門 1,272,096 2,989,350 4,261,447 2,004,839 2,256,607

計 3,542,011 6,547,826 10,089,837 5,591,764 4,498,073

(注)前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減のあるものについては、期中受注工事高にその増額

分を含みます。従って、期中完成工事高にもかかる増減が含まれます。

 

(2)工事種類別完成工事高明細表

部　　門

第51期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第52期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

完成工事高
（千円）

構成比（％）
完成工事高
（千円）

構成比（％）

土木部門

上・下水道 2,186,922 27.4 1,359,594 24.3

土地造成 54,891 0.7 33,900 0.6

道路 1,273,927 16.0 624,239 11.2

地盤改良工事 521,736 6.5 305,184 5.5

その他 1,853,922 23.2 1,264,006 22.6

計 5,891,399 73.8 3,586,924 64.1

建築部門

事務所・庁舎 89,253 1.1 299,269 5.4

店舗 71,255 0.9 49,735 0.9

宿泊施設 94,666 1.2 32,350 0.6

工場・発電所 58,200 0.8 77,924 1.4

倉庫・流通施設 42,212 0.5 198,097 3.5

住宅 862,222 10.8 520,260 9.3

教育・研究・文化施設 1,195 0.0 504,971 9.0

医療・福祉施設 444,779 5.6 65,659 1.2

その他 422,402 5.3 256,569 4.6

計 2,086,187 26.2 2,004,839 35.9

合　　　　計 7,977,587 100.0 5,591,764 100.0
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６．役員の異動

(1) 代表者の異動　　

該当事項はありません。

 

(2) その他の役員の異動

①退任予定取締役

     常務取締役　　西村　泰雄

  

  (3)　退任予定日　

　　　　平成18年9月27日
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