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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）百万円未満切捨て表示

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 104,309 △12.5 1,814 △12.5 2,370 36.9

17年12月期 119,174 10.8 2,073 △31.5 1,730 △33.7

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12月期 257 － 5.76 － 1.2 2.6 2.3

17年12月期 △11,485 － △256.43 － △41.8 1.7 1.5

（注）①期中平均株式数 18年12月期 44,773,593株 17年12月期 44,792,155株

②会計処理の方法の変更 有

③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）財政状態  

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12月期 82,329 20,614 25.0 460.46

17年12月期 98,395 21,041 21.4 469.86

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 44,940,557株 17年12月期 44,940,557株

②期末自己株式数 18年12月期 172,055株 17年12月期 158,216株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 55,500 500 200

通期 113,000 1,000 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 ８円90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（％）中間期末 期末 年間

１７年１２月期 － 9.0 9.0 403 － 1.5

１８年１２月期 － 9.0 9.0 402 156.3 1.9

１９年１２月期（予
想）

－ 9.0 9.0    

※　上記業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については６ページをご参照くだ

さい。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成17年12月31日)
当事業年度

(平成18年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金預金   16,279   7,370  △8,908

受取手形 ※７  1,957   6,729  4,771

完成工事未収入金 ※２  37,016   25,024  △11,991

不動産事業未収入金   13   14  1

販売用不動産   2,898   3,352  454

未成工事支出金   8,946   10,690  1,744

不動産事業支出金   4,837   2,898  △1,939

材料貯蔵品   46   40  △5

短期貸付金   572   964  391

前払費用   105   112  7

繰延税金資産   349   354  4

未収入金   2,974   3,661  686

その他   813   438  △374

貸倒引当金   △797   △695  102

流動資産合計   76,012 77.3  60,958 74.0 △15,054

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物
※３
※４

8,692   8,435    

減価償却累計額  4,935 3,756  5,015 3,420  △336

構築物  550   417    

減価償却累計額  349 201  301 115  △85

機械装置  1,709   1,725    

減価償却累計額  1,552 157  1,578 147  △9

船舶  1,069   1,023    

減価償却累計額  953 115  929 93  △21

車輌運搬具  113   108    

減価償却累計額  95 18  79 28  10

工具器具・備品 ※４ 551   529    

減価償却累計額  490 61  478 51  △9

土地
※１
※３

 7,147   8,031  884

有形固定資産計   11,457   11,888  431
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前事業年度

(平成17年12月31日)
当事業年度

(平成18年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

２　無形固定資産         

その他   52   46  △6

無形固定資産計   52   46  △6

３　投資その他の資産         

投資有価証券   3,456   3,008  △448

関係会社株式   1,340   1,373  33

関係会社出資金   1   －  △1

長期貸付金   17   1,010  993

従業員長期貸付金   130   105  △24

関係会社長期貸付金   7,803   7,679  △124

破産債権、更生債権
等

 1,101   667    

貸倒引当金  678 423  △665 2  △420

長期未収入金 ※２  3,320   3,612  291

繰延税金資産   1,048   ―  △1,048

その他   1,721   1,323  △398

貸倒引当金   △8,391   △8,679  △287

投資その他の
資産計

  10,871   9,436  △1,435

固定資産合計   22,382 22.7  21,371 26.0 △1,010

資産合計   98,395 100  82,329 100 △16,065

－ 40 －



  
前事業年度

(平成17年12月31日)
当事業年度

(平成18年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

支払手形 ※７  9,804   8,687  △1,116

工事未払金 ※２  27,950   14,746  △13,203

短期借入金 ※３  17,900   17,544  △356

未払金   616   1,090  473

未払法人税等   188   102  △85

未払費用   6   5  △1

未成工事受入金   8,914   7,545  △1,369

不動産事業受入金   27   1,013  985

預り金   1,380   949  △430

前受収益   ―   0  0

賞与引当金   253   219  △34

修繕引当金   7   9  2

完成工事補償引当金   74   135  61

工事損失引当金   148   211  63

賠償損失引当金   ―   170  170

流動負債合計   67,273 68.4  52,430 63.7 △14,842

Ⅱ　固定負債         

長期借入金   5,587   5,127  △460

繰延税金負債   ―   67  67

再評価に係る
繰延税金負債

※１  1,212   1,211  △1

退職給付引当金   3,105   2,752  △353

その他   175   127  △48

固定負債合計   10,080 10.2  9,285 11.3 △795

負債合計   77,353 78.6  61,715 75.0 △15,638

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  5,158 5.3  ― ― △5,158

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   5,996   ―  △5,996

２　その他資本剰余金         

自己株式処分差益  0 0  ― ―  △0

資本剰余金合計   5,997 6.1  ― ― △5,997

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   1,044   ―  △1,044

２　任意積立金         

固定資産圧縮積立金  20   ―    

別途積立金  20,410 20,430  ― ―  △20,430

３　当期未処理損失   10,629   ―  △10,629

利益剰余金合計   10,844 11.0  ― ― △10,844

Ⅳ　土地再評価差額金 ※１  △1,638 △1.7  ― ― 1,638

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  766 0.8  ― ― △766

Ⅵ　自己株式 ※６  △87 △0.1  ― ― 87

資本合計   21,041 21.4  ― ― △21,041

負債・資本合計   98,395 100  ― ― △98,395
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前事業年度

(平成17年12月31日)
当事業年度

(平成18年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  5,158 6.2 5,158

２　資本剰余金         

資本準備金  －   5,996    

その他資本剰余金  －   0    

資本剰余金合計   － －  5,996 7.3 5,996

３　利益剰余金         

利益準備金  －   1,044    

その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立
金

 －   18    

別途積立金  －   8,410    

繰越利益剰余金  －   1,008    

利益剰余金合計   － －  10,480 12.7 10,480

４　自己株式   － －  △95 △0.1 △95

株主資本合計   － －  21,540 26.1 21,540

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  492 0.6 492

２　土地再評価差額金   － －  △1,419 △1.7 △1,419

評価・換算差額等
合計

  － －  △926 △1.1 △926

純資産合計   － －  20,614 25.0 20,614

負債純資産合計   － －  82,329 100 82,329
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高         

完成工事高  116,015   101,573    

不動産事業売上高  3,158 119,174 100 2,735 104,309 100 △14,865

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価  109,334   95,261    

不動産事業売上原価  2,990 112,325 94.2 2,536 97,797 93.8 △14,527

売上総利益         

完成工事総利益  6,680   6,311    

不動産事業総利益  167 6,848 5.8 199 6,511 6.2 △337

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

役員報酬  236   188    

従業員給与手当  1,986   1,940    

賞与引当金繰入額 ※２ 78   68    

退職金  21   15    

退職給付引当金繰入額  24   49    

法定福利費  289   283    

福利厚生費  189   194    

修繕維持費  67   49    

事務用品費  137   131    

通信交通費  396   390    

動力用水光熱費  40   40    

調査研究費 ※３ 44   28    

広告宣伝費  42   45    

貸倒引当金繰入額  ―   98    

交際費  332   294    

寄付金  17   20    

地代家賃  193   182    

減価償却費  104   87    

租税公課  135   111    

保険料  41   42    

支払手数料  104   123    

不動産事業販売費 ※４ 92   89    

雑費  197 4,775 4.0 219 4,696 4.5 △78

営業利益   2,073 1.8  1,814 1.7 △259
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前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  159   40    

有価証券利息  0   0    

受取配当金 ※１ 253   254    

受取地代家賃  26   25    

匿名組合出資持分譲渡
益 

 ―   936    

雑収入  73 513 0.4 108 1,366 1.3 853

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  466   400    

貸倒引当金繰入額  ―   192    

債権譲渡損  248   ―    

雑支出  142 856 0.7 218 811 0.7 △45

経常利益   1,730 1.5  2,370 2.3 639

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※５ 2   67    

投資有価証券売却益  0   206    

貸倒引当金戻入額  45 48 0.0 ― 274 0.3 226

Ⅶ　特別損失         

固定資産除却損 ※６ 15   104    

固定資産売却損 ※７ 44   19    

貸倒引当金繰入額  8,200   ―    

販売用不動産評価損  1,480   381    

関係会社株式評価損  59   99    

減損損失 ※８ 58   ―    

退職給付会計適用に
伴う変更時差異償却損

 29   ―    

会員権評価損  13   5    

投資有価証券評価損  ―   2    

課徴金納付見込額  ―   219    

賠償損失引当金
繰入額

 ―   170    

その他  26 9,927 8.3 8 1,011 1.0 △8,915

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

  △8,148 △6.8  1,633 1.6 9,781

法人税、住民税
及び事業税

 100   80    

法人税等調整額  3,237 3,337 2.8 1,295 1,375 1.3 △1,962

当期純利益又は
当期純損失(△)

  △11,485 △9.6  257 0.3 11,743

前期繰越利益   995   ―  △995

土地再評価差額金
取崩額

  △138   ―  138

当期未処理損失   10,629   ―  △10,629

－ 44 －



(3）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

(平成18年３月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処理損失   10,629

Ⅱ　任意積立金取崩額    

固定資産圧縮積立金
取崩額

 0  

別途積立金取崩額  12,000 12,000

合計   1,371

Ⅲ　利益処分額    

株主配当金  403  

(１株につき)  (9円) 403

Ⅳ　次期繰越利益   968

　（注）　日付は株主総会承認年月日である。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

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

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,997 1,044 20 20,410

△

10,629
10,844 △87 21,913

事業年度中の変動額            

自己株式の処分   △0 △0      0 0

固定資産圧縮積立金の取崩

し 
     △1  1 ―  ―

別途積立金の取崩し       
△

12,000
12,000 ―  ―

剰余金の配当        △403 △403  △403

当期純利益        257 257  257

自己株式の取得          △8 △8

土地再評価差額金の取崩し        △219 △219  △219

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計

（百万円）
― ― △0 △0 ― △1

△

12,000
11,637 △364 △7 △372

平成18年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
766 △1,638 △871 21,041

事業年度中の変動額     

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の取崩

し 
   ―

別途積立金の取崩し    ―

剰余金の配当    △403

当期純利益    257

自己株式の取得    △8

土地再評価差額金の取崩し  219 219 ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△273  △273 △273

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△273 219 △54 △427

平成18年12月31日　残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

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

時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ…時価法 デリバティブ…時価法

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産…個別法による原価法

未成工事支出金…個別法による原価法

不動産事業支出金…個別法による原価法

材料貯蔵品…先入先出法による原価法

販売用不動産… 同左

未成工事支出金…同左

不動産事業支出金…同左

材料貯蔵品…同左

４　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっている。

有形固定資産

同左

 無形固定資産

定額法によっている。

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いる。

無形固定資産

同左

５　引当金の計上基準 (1) 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検討し、回収不能見

込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため支給見

込額に基づき計上している。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 修繕引当金

　船舶の定期整備に充てるためのもので、

定期整備にかかる費用を修繕実績に応じ

て繰入れている。

(3) 修繕引当金

同左
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項目
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

 (4) 完成工事補償引当金

　完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ためのもので当期の完成工事高に対する

将来の見積補償額に基づき計上している。

(4) 完成工事補償引当金

同左

 (5) 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。

(5) 工事損失引当金

　同左

  

 

(6) 賠償損失引当金

  工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。

 (6) 退職給付引当金

　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いる。

　なお、会計基準変更時差異については、

５年による按分額を費用処理している。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　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(10年)による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしている。

(7) 退職給付引当金

　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いる。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　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(10年)による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしている。

６　完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は47,227百万円である。

　完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は45,701百万円である。

７　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

同左
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項目
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

８　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。

　また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。

(1) ヘッジ会計の方法

　同左

　

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

いる。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

していることをもって有効性の判定に代

えている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９　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 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっている。

同左

－ 49 －



会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(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(「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)が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったことに伴い、当期から同

会計基準及び同適用指針を適用している。

　これにより税引前当期純損失が55百万円増加している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除している。

───────

　

 

 

───────

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

　「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後終了する事業年度か

ら適用されることに伴い、当事業年度より同会計基準及び

同適用指針を適用している。 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は20,614百万円で

ある。 

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成している。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

１※１　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11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用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「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資

本の部に計上している。

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号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行き価格補正等の

合理的な調整を行って算出している。

１※１　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11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用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「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」として純

資産の部に計上している。

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号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行き価格補正等の

合理的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日 平成12年12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 1,793百万円

再評価を行った年月日 平成12年12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 1,905百万円

なお、当期末において、土地の再評価に係る繰延

税金資産相当額（「再評価に係る繰延税金資産」

及び「再評価に係る繰延税金負債」からの控除額）

について回収可能性を検討した結果、確実な回収

を見込むことが困難なもの1,384百万円を取崩し、

同額を「土地再評価差額金」から減額している。

 

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

完成工事未収入金 1,033百万円

長期未収入金 3,305百万円

工事未払金 1,494百万円

長期未収入金 3,320百万円

工事未払金 1,395百万円

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,585百万円

の担保に供している。

(簿価による)

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,585百万円

の担保に供している。

(簿価による)

土地 711百万円

建物 65

計 777

土地 711百万円

建物  66

計 777

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。

－ 51 －



前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

福田不動産㈱ 1,138百万円

㈱カイハツ
(1,124)

191

新潟万代島ビルディング㈱ 423

医療法人桑名恵風会 328

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

㈱阿賀高原開発 203

管周推進技建㈱ 200

その他 66

計 2,801

福田不動産㈱ 629百万円

㈱カイハツ
(997)

169

新潟万代島ビルディング㈱ 423

医療法人桑名恵風会 266

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

㈱阿賀高原開発 176

その他 66

計 1,982

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証

２社 552百万円 ３社 685百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に係る提携ゴ

ルフローンに対して保証予約を行っている。

405百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に係る提携ゴ

ルフローンに対して保証予約を行っている。

323百万円

６※５　会社が発行する株式の種類及び総数 ６                 ───────

普通株式 98,435千株   

ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれ

た場合には、会社が発行する株式について、これ

に相当する株式数を減ずることとなっている。

 

発行済株式の種類及び総数  

普通株式 44,940千株   

７　　　配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が766百万円

増加している。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されている。

７                 ───────

 

 

８※６　保有する自己株式の種類及び株式数 ８                 ───────

普通株式 158,216株   

９※７　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

９※７　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

受取手形 137百万円

支払手形 0百万円

受取手形 98百万円

支払手形 30百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

受取配当金 225百万円 受取配当金 223百万円

２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。 ２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。

販売費及び一般管理費 78百万円

完成工事原価 162

未成工事支出金 13

計 253

販売費及び一般管理費 68百万円

完成工事原価 135

未成工事支出金 15

計 219

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は44百万円である。

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は28百万円である。

４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。 ４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。

従業員給与手当 11百万円

修繕維持費 13

租税公課 45

その他 21

計 92

従業員給与手当 15百万円

修繕維持費 10

租税公課 36

その他 26

計 89

５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

土地 2百万円 建物 38百万円

土地 28

その他 0

計 67

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

建物 8百万円

船舶 2

機械装置 1

構築物 1

備品 1

その他 0

計 15

構築物 88百万円

建物 10

船舶 3

備品 1

その他 0

計 104

７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。

土地 40百万円

機械装置 2

その他 1

計 44

建物 9百万円

土地 6

備品 1

その他 2

計 19
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前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

８※８　減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上した。

８                 ───────

 

用途 種類 場所 金額(百万円)

遊休 土地
新潟県新潟市など６
件

17

賃貸用
不動産

土地及
び建物

東京都大田区など２
件

41

計 58

(主な種類ごとの金額の内訳)  

建物 35百万円

土地 22

計 58

(経緯)

遊休土地については、今後の利用計画も無く、地価も下落

しているため、減損損失を認識した。また、賃貸用不動産

については、賃貸料水準の下落に伴い収益性が低下したた

め、減損損失を認識した。

 

 

(グルーピングの方法)

遊休土地及び賃貸用不動産共、個々の物件単位でグルーピ

ングしている。

 

 

(回収可能価額の算定方法等)

遊休土地については正味売却価額により測定しており、主

に相続税評価額により評価している。賃貸用不動産につい

ては使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローを

５％で割り引いて算定している。

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式　（注） 158,216 14,909 1,070 172,055

合計 158,216 14,909 1,070 172,055

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,909株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少1,070株は、単元

　　　未満株式の買増し請求による減少である。 
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①　リース取引

 
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12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 96 52 43

工具器具
・備品

183 91 91

その他 78 32 46

合計 358 176 181

 
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)

車両運搬
具

17 2 15

工具器具
・備品

168 97 70

その他 81 38 42

合計 267 138 128

 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

り算定している。

同左

２　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 61百万円

１年超 120

計 181

１年内 47百万円

１年超 80

計 128

 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いる。

同左

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

  

支払リース料 110百万円 59百万円

減価償却費相当額 110百万円 59百万円

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いる。

同左

（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いる。

 ───────
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②　有価証券

前事業年度(平成17年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

当事業年度(平成18年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

③　税効果会計

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,714 

販売用不動産評価損 2,792 

退職給与引当金 1,201 

ゴルフ会員権の評価減 129 

賞与引当金 102 

工事損失引当金 59 

非上場株式の評価減 48 

その他 342 

繰延税金資産小計 8,390 

評価性引当額 △6,424 

繰延税金資産合計 1,965 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 △520 

固定資産圧縮積立金 △12 

その他 △33 

繰延税金負債合計 △567 

   

繰延税金資産の純額 1,398 

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,765 

販売用不動産評価損 2,055 

退職給与引当金 1,113 

ゴルフ会員権の評価減 129 

賞与引当金 88 

工事損失引当金 85 

子会社株式の評価減 78 

その他 378 

繰延税金資産小計 7,694 

評価性引当額 △7,056 

繰延税金資産合計 637 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 △334 

固定資産圧縮積立金 △12 

その他 △3 

繰延税金負債合計 △350 

   

繰延税金資産の純額 287 

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,212

百万円計上されている。

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,211

百万円計上されている。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上さ

れているため記載していない。

法定実効税率 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 16.1 

永久に益金に算入されない項目 △5.6 

住民税均等割 4.3 

評価性引当額 28.4 

その他 0.6 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
84.2 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 469.86円 460.46円

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失(△)
△256.43円 5.76円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
―  ―

 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、１株当たり当期純

損失であり潜在株式が存在しないため記

載していない。

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、潜在株式が存在し

ないため記載していない。

 １株当たり当期純損失算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失

11,485百万円

１株当たり当期純利益算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

257百万円

 普通株式に係る当期純損失

11,485百万円

普通株式に係る当期純利益

257百万円

 普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

 普通株式の期中平均株式数

44,792,155株

普通株式の期中平均株式数

44,773,593株

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

─────── （会社分割）

　当社は、平成19年2月23日開催の取締役会において、当社

の戸建住宅事業部門のフクダハウジング事業部を連結子会

社の株式会社リフレに会社分割して承継させるとともに、

併せて同社の商号を「フクダハウジング株式会社」へ変更

することを決議したものである。

１．会社分割の目的

　承継会社である株式会社リフレのリフォーム事業と分割

対象のフクダハウジング事業部の住宅事業は、相互に補完

する関係にあり、この会社分割により、グループにおける

戸建住宅事業を集中して、当事業の発展・成長と経営効率

の飛躍的な向上を図ることを目的としている。

　また、この会社分割により、意思決定の迅速化を図り、

機動的な市場開拓や商品開発を進め、併せてＦＰＳ（フク

ダ・プロダクション・システム）の発展的継続により原価

低減を追及し、市場に価値あるサービスを提供することに

よって、顧客満足の向上に努める。

２．会社分割の要旨

　(1) 分割の方式

　　①分割の方式

　　　当社を吸収分割会社とし、株式会社リフレを吸収分

　　割承継会社とする分社型吸収分割（簡易分割）。

　　②当分割方式を採用した理由

　　　他方式に比べて事業承継が容易にできることから、

　　当分割方式を採用。
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　(2) 分割の日程

　　　分割契約書承認取締役会  平成19年2月23日

　　　分割契約書調印　　　　  平成19年2月23日

　　　効力発生日　　　　　　  平成19年4月１日(予定)

　　　分割登記  　　　　　　　平成19年4月２日(予定)

　(3) 株式の割当

　　　承継会社は、当社の完全子会社であるため、この会

　　社分割に際して普通株式１株を新たに発行し、当社へ

　　割当交付する。

　(4) 承継会社が承継する権利義務

　　　分割の効力発生日におけるフクダハウジング事業部

    に係る資産・負債及び当部門に関連する契約上の権

　　利・義務（一部を除く）、並びにこれに関連して保有

    している許認可等のうち、法令上承継可能なもの。

　(5) 債務履行の見込み

　　　当社及び承継会社において、分割の効力発生日以降

　　の債務履行の確実性には問題がないと判断している。 

３．分割当事者の概要(平成18年12月31日現在)  

商号
株式会社福田組
(分割会社)

株式会社リフレ
(承継会社)

① 事業
 　内容

建設工事の請負・企
画・設計・監理、
不動産の売買・賃
貸・仲介・管理、
住宅の建設・販売及
び土地の造成・販売
など 

土木建築工事の設
計・施工・請負、
建築物及び施設の維
持管理・運営の請負
及び代行、不動産の
売買・仲介・賃貸な
ど 

② 設立年
 　月日

昭和2年12月29日 昭和47年6月10日

③ 本店
 　所在地

新潟市一番堀通町3番
地10

新潟市川岸町三丁目
17番地22 

④ 代表者 福田 勝之 高橋 輝雄 

⑤ 資本金 5,158百万円 24百万円 

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

44,940,557株 48,000株 

⑦ 純資産
単体 20,614百万円
連結 43,516百万円

単体   408百万円 

⑧ 総資産
単体 82,329百万円
連結148,170百万円 

単体   551百万円

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

単体　1,154人
連結　2,477人 

単体 　 19人 

⑪ 主要取
 　引先

(販売)新潟県、国土
交通省、イオン㈱な
ど
(仕入)㈱ユアテック、
ダイダン㈱、野原産
業㈱など 

(販売)㈱福田組、プ
レステージ青山管理
組合など
(仕入)㈱廣川組、㈱
山市など 
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

(財)福田育英会7.5%
福田　　正  　6.8%
㈱重機リース  5.9%
㈱第四銀行　  4.9%
福田　直美    4.8%

㈱福田組   100.0%

⑬ 主要取
 　引銀行

第四銀行、みずほ銀
行、三菱東京ＵＦＪ
銀行、北越銀行、三
菱ＵＦＪ信託銀行、
三井住友銀行 

第四銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…承継会社は分割会社の100%子会社
である。
人的関係…分割会社の取締役及び従業員が承
継会社の取締役(2名)及び監査役(1名)を兼務
している。また、分割会社から承継会社に従
業員が出向している。 
取引関係…承継会社は分割会社から工事を請
負っている。 

４．分割する事業部門の内容

　(1) 事業の概況

　　①戸建住宅の建設及び販売

　　②宅地の販売

　　③賃貸集合住宅マネジメント

  (2) 事業部門の平成18年12月期における経営成績

　　　通期売上高…1,419百万円

  (3) 事業部門の資産、負債の項目および金額(平成18年

　　12月31日現在での試算）

　　　流動資産…920百万円　流動負債… 80百万円

 　　 固定資産…274百万円　固定負債…557百万円

５．会計処理の概要

　企業結合会計基準上、共通支配下の取引に該当するため

「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適用指

針226項」に基づき処理。なお、本件分割による「のれん」

の発生は見込まれていない。 

６．分割後の当社の状況

　(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決

　　　算期

　　　いずれも本件分割による変更はない。

　(2) 総資産の減少額

　　　本件分割による総資産の減少は約637百万円余を見

　　込んでいる（４(3)参照）。

　(3) 業績に与える影響

　　　承継会社は当社の１００％連結子会社であるため、

　　この会社分割により連結業績に与える影響はない。

　　　また、単体業績に与える影響は軽微である。 

７．承継会社の商号変更

　　承継会社は、この会社分割にあわせて、商号と本店所

　在地を以下のように変更する。

　(1) 新 　商 　号　　フクダハウジング株式会社

　(2) 新本店所在地　　新潟市関新三丁目2番4号

　(3) 変 　更 　日　　平成19年4月1日 
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６．受注高、売上高及び次期繰越高
１．受注高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

国内官公庁（百万円） 3,848 3,273 △575 △15.0

国内民間（百万円） 63,000 76,381 13,380 21.2

計（百万円） 66,849 79,654 12,805 19.2

土木

国内官公庁（百万円） 31,951 19,082 △12,869 △40.3

国内民間（百万円） 7,333 8,227 894 12.2

計（百万円） 39,284 27,309 △11,975 △30.5

合計

国内官公庁（百万円） 35,799 22,355 △13,444 △37.6

国内民間（百万円） 70,333 84,608 14,274 20.3

計（百万円） 106,133 106,963 830 0.8

不動産事業（百万円） 3,026 2,852 △174 △5.8

合計（百万円） 109,160 109,816 656 0.6

２．売上高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

国内官公庁（百万円） 5,176 3,116 △2,060 △39.8

国内民間（百万円） 74,517 61,229 △13,288 △17.8

計（百万円） 79,694 64,345 △15,349 △19.3

土木

国内官公庁（百万円） 28,968 28,345 △622 △2.2

国内民間（百万円） 7,352 8,882 1,529 20.8

計（百万円） 36,321 37,227 906 2.5

合計

国内官公庁（百万円） 34,145 31,462 △2,683 △7.9

国内民間（百万円） 81,870 70,111 △11,759 △14.4

計（百万円） 116,015 101,573 △14,442 △12.4

不動産事業（百万円） 3,158 2,735 △422 △13.4

合計（百万円） 119,174 104,309 △14,865 △12.5
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３．次期繰越高

区分 前期末 当期末 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

国内官公庁（百万円） 2,402 2,559 156 6.5

国内民間（百万円） 40,742 55,894 15,152 37.2

計（百万円） 43,145 58,453 15,308 35.5

土木

国内官公庁（百万円） 30,355 21,092 △9,263 △30.5

国内民間（百万円） 6,235 5,580 △654 △10.5

計（百万円） 36,590 26,672 △9,918 △27.1

合計

国内官公庁（百万円） 32,758 23,651 △9,106 △27.8

国内民間（百万円） 46,977 61,745 14,497 30.9

計（百万円） 79,736 85,126 5,390 6.8

不動産事業（百万円） 35 152 116 330.6

合計（百万円） 79,771 85,278 5,507 6.9
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７．役員の異動（平成19年３月29日予定）

(1）代表者の異動

①　新任代表取締役候補  

　　　代表取締役　　　　 　　

 　 　副社長執行役員、管理本部長　　　　品田　悦孝　　　　（現、取締役専務執行役員、管理本部長）

②　退任予定代表取締役　 　

　　　代表取締役会長　　　　　　　　　　福田　正　　　　　（名誉会長に就任予定） 　　

　　代表取締役　　

    　副社長執行役員、新潟本店長　　　　近藤　義雄　　　　（相談役に就任予定）

(2）その他の役員の異動

①　新任取締役候補                    

 　 　取締役

  　　専務執行役員、土木事業本部長　　　西山　陽一郎　　　（現、常務執行役員、土木事業本部長）

 　 　取締役　

 　 　専務執行役員、新潟本店長　　　　　伊東　修之助　　　（現、常務執行役員、新潟副本店長）

②　新任監査役候補

  　常勤監査役　　　　　　　　　　　　国分　成治　　　　（現、執行役員、内部統制推進委員会担当）

  　常勤監査役　　　　　　　　　　　　石川　喜一　　　　（現、理事、内部統制推進委員会担当）

  　監査役　　　　　　　　　　　　　　福田　始　　　　　（現、福田石材㈱代表取締役社長）

※なお、福田　始氏は、社外監査役の候補者であります。 

③　退任予定監査役

  　常勤監査役　　　　　　　　　　　　佐藤　二三雄

  　常勤監査役　　　　　　　　　　　　遠山　道義

  　監査役（社外監査役）　　　　　　　若松　義人

以上
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