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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （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 180,340 △4.5 4,410 1.0 5,002 28.4

17年12月期 188,874 9.1 4,365 △11.8 3,895 △11.0

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 1,603 － 35.83 － 3.9 3.2 2.8

17年12月期 △15,605 － △348.49 － △31.4 2.3 2.1

（注）①持分法投資損益 18年12月期 157百万円 17年12月期 57百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 44,761,480株 17年12月期 44,780,042株

③会計処理の方法の変更 有

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 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 148,170 43,516 27.8 919.04

17年12月期 166,964 41,448 24.8 925.80

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 44,756,389株 17年12月期 44,770,228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12月期 △2,501 △1,795 △5,375 14,541

17年12月期 8,018 3,545 △869 24,086

(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 22社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ４社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年12月期の連結業績予想（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 90,000 1,300 450

通期 190,000 3,200 1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 33円51銭

※　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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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社43社、関連会社９社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業、ゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業等各事業に関連するサー

ビスを幅広く展開しております。

　当グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次の通りであります。なお、事業区分と

事業の種類別セグメントは同一であります。

建設事業　　　　　当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他24社、関連会社の創伸建設㈱他

６社が建設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。

不動産事業　　　　当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田道路㈱、㈱興

和他４社、関連会社の㈱高建他１社が不動産事業を行っております。

その他事業　　　　子会社の福田道路㈱他14社、関連会社の創伸建設㈱他５社は建設工事関連資機の賃貸や製造販売

等を行っており、当社はそれらの会社から建設工事に使用する資機材の仕入や賃借を行っており

ます。また子会社の㈱阿賀高原開発がゴルフ練習場とゴルフ場を経営しており、当社は、ゴルフ

場施設の工事を受注しております。同じく子会社のジークライト㈱が廃棄物の処理業及び鉱産物

の採掘・販売業を行っており、当社はそれらの会社と取引を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

そ の 他 事 業 

得      意      先 

当              社 

建  設  事  業 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ ㈱リフレ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ 福田リニューアル㈱ 
※１ ジークライト㈱ 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ アイギ建設㈱ 
※１ 神大建設㈱ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 

ジオテクサービス㈱ 
その他６社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱高建 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ 三立道路㈱ 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

不 動 産 事 業 

子会社 
※１ 福田道路 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 福田不動産㈱ 

その他２社 
関連会社 
※２ ㈱高建 
※２ 創伸建設㈱ 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ ㈱リフレ 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ ジークライト㈱ 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ ピーエスシー㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 
※１ ㈱デサイン工房 

ジオテクサービス㈱ 
その他13社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ ㈱高建 

新潟舗材㈱ 
その他３社 

工
事
施
工 

工
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工
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（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「人と自然、社会と共存できる環境づくり」を基本理念として、お客様の抱く夢やご要望の一つ

ひとつにしっかりと向き合い、対応しきることを使命と考えております。「多様な建設ニーズに総合的に応えられる

企業集団」を目指し、グループの総合力を高めてまいります。

　当社は、「挑戦する企業体質のもと、人間と環境を大切にし、感動的価値の創造を目指す」ことを経営理念に掲げ、

顧客・株主・取引先・従業員などステークホルダーの満足を第一とする「グッドカンパニー」の実現に向け、全社一

丸となって取り組んでおります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、健全な経営基盤を維持しつつ、更なる事業展開を進めるために計画的な内部留保の充実をはかり

ながら、業績に基づいた利益還元に努めていくことを基本方針としております。また、株主の皆様に対しては、安定

的な配当を継続して行うことを基本に考えております。

３．投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　投資単位の引下げは投資家層の拡大や株式の流動化を高める上で有効な施策の一つと認識しております。今後、株

券不発行制度導入を見据え、株式市場の要請や当社株式の流通状況を勘案し慎重に検討してまいります。

４．中期的な経営戦略と対処すべき課題

  建設業界においては、公共事業は引き続き減少することが予想され、民間工事においても建設市場全体の供給過剰

を背景として熾烈な競争環境が継続するものと思われます。

　公共工事においては、一般競争入札方式や総合評価落札方式の拡大、地域要件の強化や見直しなど、競争条件の質

的変化が急速に進展しており、先々を見通した迅速・的確な経営判断と組織的な対応力が問われる時代となっており

ます。低落札問題には、今後、一定の歯止めがかかるものと期待されますが、落札率は「低率安定化」の方向に収束

するものと見られ、「コスト競争力」と「技術提案力」の強化が喫緊の課題であります。

　一方、民間市場においては、製造業の設備投資、分譲マンション建設、大型商業施設建設が引き続き堅調でありま

すが、石油および鉄関連製品の高止まり、労務逼迫による労務費単価の高騰、土地価格の地域格差の拡大や不動産証

券化市場の変化など、不透明感が高まっており、慎重かつスピーディな対応が求められております。

  このような環境にあって、当社は市場ニーズの高度化・複雑化に応えるため「専門性の追求」と「経営資源の最適

配分」を徹底するととともに、「開発事業への積極的参入」や「超高層建築など新技術への挑戦」「フクダ・プロダ

クション・システム（ＦＰＳ）による全社的なコスト削減」「技術開発の加速」など、新機軸の確立を目指して、積

極的に事業を展開してまいる所存であります。具体的な施策は以下の通りであります。

(1）ソリューション機能の強化

  高度化・複雑化する顧客ニーズに対する総合的な企画提案力を強化するため、建築分野では、事業企画～ファ

イナンス～設計～コストプランニングまでを一貫して提案できる体制を、「医療福祉」「共同住宅」「商業施設」

「生産施設」「教育文化」の５つのソリューション分野で全国展開するとともに、地域の特性に応じたきめ細か

くスピーディな対応を推進してまいります。

　また、土木分野では、民間土木分野の受注拡大を志向し、これまでの営業機能を整理・一本化し、エンジニア

リング事業部として再編いたしました。営業機能の強化と技術開発に経営資源を投入し、「エネルギー」「プラ

ント」「環境修復」「地盤改良」の４分野の開拓に傾注してまいる所存であります。他方、公共工事分野におい

ても、より専門性を高める目的から、「シールド・推進グループ」「山岳トンネルグループ」を立ち上げました。

これら６グループを強化し、プロ集団として取り組んでまいります。

(2）不動産への取り組み

　「開発推進部」「開発事業部」および開発子会社である「株式会社ネオシティ」を中心に、不動産の流動化手

法を活用した大型商業施設、物流施設、共同住宅の開発、業務代行方式を含む宅地開発などを対象に、出口戦略

の徹底など、慎重なる取り組みを前提に積極的に推進してまいる所存であります。

(3）フクダ・プロダクション・システム（ＦＰＳ）の推進強化

　当社は、平成14年からトヨタ生産方式を原点とするコスト削減活動「フクダ・プロダクション・システム（Ｆ

ＰＳ）」に注力しております。現場における材工分離と標準作業の仕組みを順次拡大し、工期の短縮やコスト削

減・安定的な品質の確保など一定の成果を得ており、お客様から高い評価をいただいております。

　ＦＰＳの成果をコストプランニングや設計といった川上に拡大するとともに、「事務所の３Ｓ」と「情報の整

流化」により経営の効率化を一層推し進め、総コストの低減に全社で取り組んでまいります。
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(4）激変する公共工事への対応

　激変する公共工事の環境下で生き残るには、これまでの延長線上にはない「コストダウン」と「技術提案力の

底上げ」に向けた改革が絶対条件であります。そのためには地域と工種を絞り込み、協力会社の再編と関係強化

を推し進めるとともに、技術部やコストプランニング部、生産の効率化によるコストダウンを推進するＦＰＳ推

進室や、施工を熟知している現場経験者など社内の英知を結集し、当社のベストな答えが出せる仕組みづくりを

進めてまいります。

(5）シナジー効果の追求を狙いとした事業再編

　関東地域において建築リニューアル事業を展開していた「リニューアル事業部」と、子会社である福田リニュー

アル株式会社を昨年末に事業統合いたしました（リニューアル事業部を発展解消し、福田リニューアル株式会社

が事業継承）。

  また、新潟地区を中心に戸建住宅事業と共同住宅の賃貸事業を展開中の「フクダハウジング（社内カンパニー）」

につきましては、一定の成長軌道に乗ったことから本年４月に「分社化」いたします。これにつきましては、同

地域において戸建住宅の建築リニューアル事業を手がけ、建物管理の受託事業を展開している子会社の株式会社

リフレと事業統合する予定であります（株式会社リフレが事業継承し、商号は「フクダハウジング株式会社」に

変更）。

　土木分野につきましても、コンクリートの劣化診断や補修に関するコンサルタントを主な事業とする株式会社

ダイアテックを強化するとともに、構造物の維持補修分野の拡大を狙う株式会社レックスが業務提携するなど、

今後も事業統合や提携などを通じ、グループ会社相互のシナジー効果を追求してまいる所存であります。

５．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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３．経営成績
１．当連結会計期間の概況

  当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景として民間設備投資が増加傾向を維持し、個人消費

も雇用環境の改善により堅調に推移したことから、景気は着実に拡大基調をたどりました。　

　建設業界におきましては、民間建設投資は企業の旺盛な設備投資意欲を背景として増加基調を持続しましたが、公

共建設投資は国および地方自治体とも依然として構造的な縮減傾向が続いたことから、引き続き厳しい価格競争を強

いられる受注環境となりました。　

  このような情勢のもと、当社は、高度化・複雑化する市場ニーズに総合的に対応するため、民間土木分野も含めた

ソリューション機能の充実や、官公庁工事の総合評価方式への対応力強化、ＦＰＳ（=フクダ・プロダクション・シス

テム）の推進や組織改革による総コストの低減、不動産開発等の投資型案件や環境対応型事業への積極的な取り組み

を推進してまいりました。

　その結果、当期の連結業績は次のとおりとなりました。

　連結売上高につきましては前連結会計年度比4.5％減の1,803億円余となり、利益面では、連結売上総利益は前連結

会計年度比0.0％増の157億円余、連結営業利益は前連結会計年度比1.0％増の44億円余、連結経常利益は、当社個別要

因のほか持分法投資利益が増加し、前連結会計年度比28.4％増の50億円余となりました。また連結純利益は16億円余

（前連結会計年度は連結純損失157億円余）となりました。

　また、当社単体につきましては、完成工事高が減少したため売上総利益および営業利益は低下しましたが、大型店

舗開発に伴う匿名組合出資を売却し、その譲渡益を営業外収益に計上したことにより、経常利益は前期比36.9％増の

23億円余となりました。しかし、特別損失として、販売用不動産評価損や公正取引委員会の同意審決に係る課徴金お

よび損害賠償金見積額等を計上し、更に繰延税金資産の回収可能性を保守的に見直したことから、当期純利益は２億

円余（前期は当期純損失114億円余）となりました

　なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。

（建設事業）

　売上高は前連結会計年度比8.0％減の1,560億円余となり、営業利益は前連結会計年度比10.7％減の26億円余と

なりました。

（不動産事業）

　売上高は前連結会計年度比221.9％増の118億円余となり、営業利益は4億円円余(前連結会計年度は1千万余)と

なりました。

（その他事業）

　売上高は前連結会計年度比7.9％増の198億円余となり、営業利益は前連結会計年度比1.0％減の15億円余となり

ました。

　また、キャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収を進める一方、工事収支において支出超過となったた

め営業活動によるキャッシュ・フローが約25億円のマイナスとなり、また、資産売却を進めると同時に、必要な有形

固定資産の取得により投資活動によるキャッシュ・フローは約18億円のマイナスとなっております。また建設事業の

必要資金を確保するとともに、一部を借入金等の返済に充当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは約54億

円のマイナスとなり、有利子負債は、前期末に比べ実質約50億円の減少となりました。

　また、第四銀行及びみずほ銀行をアレンジャーとして、13の金融機関と期間１年の協調融資枠（シンジケート方式

によるコミットメントライン）を200億円で更新設定しております。機動的な資金調達を確保し、資金効率を高め、有

利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。

２．当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事

［受注工事］  

イオン㈱ イオン新潟南ショッピングセンター新築工事

㈲オウミカゲ 新宿歌舞伎町ＢＷＪ・店舗新築工事

東日本高速道路㈱ 北海道横断自動車道下トマムトンネル工事

太宰府市通古賀土地区画整理組合 太宰府市通古賀土地区画整理事業工事

［完成工事］  

大和システム㈱ 美濃メガモール新築工事

㈲浦安温泉物語 浦安日帰り温泉新築工事

東日本高速道路㈱ 首都圏中央連絡自動車道木更津ジャンクション工事

国土交通省 大和御所道路庵治地区改良工事
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３．事業等のリスク

  当社グループの事業を展開していく上で、主要なリスクと考えられ、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、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、当連結会計年度末日現在に

おいて当社グループが判断し、記載しているものであり、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありま

せん。

(1) 公共投資の動向

  公共投資の縮小傾向は今後も続くものと予想され、入札制度改革等諸条件の変更も相まって、受注競争は質的

変化を伴いながら一層激化するものと思われます。このような環境下、当社グループは技術提案力の強化や新技

術の開発、フクダプロダクションシステムによるコスト削減等により受注量と利益の確保に努めておりますが、

低価格入札の傾向が予想以上のスピードで拡大した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(2) 新規事業の展開

  当社グループは、公共事業の縮小に対応する施策の一つとして、十分な検討を踏まえたうえで新規事業を展開

していますが、想定外の要因により事業が計画通りに進展しない場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(3) 大型工事受注および不動産事業の展開 

  当社グループは、民間工事のウエイトを戦略的に高める方針をとっており、一定の基準内で、不動産証券化型

案件・大型立替工事案件の受注に取り組むとともに、不動産事業への取り組みを進めておりますが、事業ポート

フォリオを転換する過渡期にあることから、営業活動に係るキャッシュフローが一時的に悪化する可能性があり

ます。

  また、大型工事の予定利益率が悪化した場合や、不動産関連市場の急激な変化により事業が計画通りに進展し

ない場合には、全体の事業の売上総利益率に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 信用リスク

  施工済みの工事代金を受領する前に、取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となる

ことにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 金融市場の変動

  金利水準および株式市場に大幅な変動が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

(6) 労働災害

  当社グループの売上高の８割強は建設事業であり、重大な労働災害を起こした場合は、関係諸官庁から工事入

札参加資格停止処分を受けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 法的規制等

  当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法、独占禁止

法、品質確保法、建設リサイクル法、産業廃棄物法等により法的な規制を受けております。これらの法律の改廃

や新設、適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

  また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、入札参加資格停止処

分を受けることなどにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 訴訟等 

  係争中の事案や将来の訴訟等において、当社グループの主張や予測と相違する結果となった場合は、業績等に

影響を及ぼす可能性があります。 

４．次期の見通し 

  今後のわが国経済は、輸出の減速や企業の人件費抑制傾向の継続、定率減税の廃止など不安要因があるものの、し

ばらくは民間設備投資や個人消費などの内需に支えられ、緩やかな景気の拡大基調が続くものと思われます。

　建設業界におきましては、民間建設投資は堅調な企業業績や底堅い個人消費に支えられて増加傾向が持続するもの

と期待されますが、公共建設投資は縮減傾向の継続や入札制度改革に伴う混迷度合いが深まることが予想され、ます

ます厳しい受注競争が続くものと思われます。

　これらの情勢を勘案して、通期（平成19年12月期）の連結業績につきましては、売上高1,900億円、経常利益32億円、

当期純利益は15億円を目標としております。

　通期（平成19年12月期）の当社単独の業績につきましては、受注高1,150億円、売上高1,130億円、経常利益10億円、

当期純利益４億円となる見込みです。
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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12月31日)
当連結会計年度

(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   24,216   14,767  △9,449

受取手形・
完成工事未収入金等

※２
※４

 56,003   48,706  △7,296

有価証券   20   20  0

販売用不動産   6,895   6,509  △385

未成工事支出金等   14,856   17,293  2,436

不動産事業支出金   9,221   4,253  △4,968

繰延税金資産   1,153   935  △218

その他   5,682   5,891  209

貸倒引当金   △897   △592  304

流動資産合計   117,152 70.2  97,785 66.0 △19,367

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物・構築物 ※４  29,334   31,647  2,312

機械・運搬具・
工具器具・備品

  18,140   18,490  350

土地
※３
※４

 19,731   19,775  44

建設仮勘定   0   1  1

減価償却累計額   △31,877   △32,790  △913

有形固定資産合
計

  35,329   37,124  1,794

２　無形固定資産         

 　　 のれん   ―   7  7

その他   453   442  △11

無形固定資産合
計

  453   450  △3

３　投資その他の資産         

投資有価証券 ※１  7,429   7,229  △200

長期貸付金   349   1,508  1,158

破産債権・更生債権
等

 1,352   986    

貸倒引当金  883 469  978 7  △461

繰延税金資産   2,611   1,593  △1,018

再評価に係る
繰延税金資産

※３  292   ―  △292

その他   3,114   3,007  △106

貸倒引当金   △238   △536  △297

投資その他の
資産合計

  14,028   12,810  △1,218

固定資産合計   49,811 29.8  50,385 34.0 573

資産合計   166,964 100  148,170 100 △18,793

         

－ 7 －



  
前連結会計年度

(平成17年12月31日)
当連結会計年度

(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・工事未払金
等

※２  50,599   37,633  △12,966

短期借入金 ※４  29,369   27,219  △2,150

未払法人税等   861   558  △302

繰延税金負債   0   0  0

未成工事受入金等   12,093   11,955  △137

賞与引当金   324   285  △38

修繕引当金   7   9  2

完成工事補償引当金   92   172  79

工事損失引当金   197   296  98

賠償損失引当金   ―   170  170

その他   4,318   4,131  △187

流動負債合計   97,864 58.6  82,431 55.6 △15,432

Ⅱ　固定負債         

長期借入金 ※４  8,619   5,817  △2,802

繰延税金負債   127   146  18

再評価に係る
繰延税金負債

 ※３  1,212   1,970  758

退職給付引当金   5,370   4,825  △545

連結調整勘定   65   ―  △65

会員預託金   7,493   7,026  △467

長期未払金   92   166  73

その他 ※４  2,444   2,270  △173

固定負債合計   25,426 15.2  22,222 15.0 △3,203

負債合計   123,290 73.8  104,654 70.6 △18,636

(少数株主持分)         

少数株主持分   2,225 1.4  ― ― △2,225

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※５  5,158 3.0  ― ― △5,158

Ⅱ　資本剰余金   5,997 3.6  ― ― △5,997

Ⅲ　利益剰余金   31,418 18.8  ― ― △31,418

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  △2,068 △1.2  ― ― 2,068

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  1,030 0.6  ― ― △1,030

Ⅵ　自己株式 ※６  △87 △0.0  ― ― 87

資本合計   41,448 24.8  ― ― △41,448

負債・少数株主持分
及び資本合計

  166,964 100  ― ―
△

166,964
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前連結会計年度

(平成17年12月31日)
当連結会計年度

(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         

資本金   ― ―  5,158 3.5 5,158

資本剰余金   ― ―  5,996 4.0 5,996

利益剰余金   ― ―  32,258 21.8 32,258

自己株式   ― ―  △95 △0.1 △95

株主資本合計   ― ―  43,317 29.2 43,317

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金

  ― ―  719 0.5 719

土地再評価差額金 ※３  ― ―  △2,904 △1.9 △2,904

評価・換算差額等合計   ― ―  △2,184 △1.4 △2,184

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  2,383 1.6 2,383

純資産合計   ― ―  43,516 29.4 43,516

負債純資産合計   ― ―  148,170 100 148,170
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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  169,382   152,730    

不動産事業売上高  5,155   11,673    

その他事業売上高  14,335 188,874 100 15,936 180,340 100 △8,533

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価 ※１ 156,986   141,411    

不動産事業原価  4,620   10,048    

その他事業原価  11,476 173,084 91.6 13,083 164,543 91.2 △8,541

売上総利益         

完成工事総利益  12,395   11,318    

不動産事業総利益  535   1,624    

その他事業総利益  2,858 15,789 8.4 2,853 15,797 8.8 7

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

 11,424 6.1  11,386 6.3 △37

営業利益   4,365 2.3  4,410 2.5 45

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  184   70    

受取配当金  56   67    

連結調整勘定償却額  53   ―    

負ののれん償却額  ―   46    

持分法による投資利
益 

 57   157    

匿名組合出資持分譲渡
益 

 ―   936    

雑収入  256 608 0.3 305 1,583 0.9 974

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  618   605    

貸倒引当金繰入額  7   39    

債権譲渡損  264   ―    

雑支出  189 1,079 0.5 345 991 0.6 △88

経常利益   3,895 2.1  5,002 2.8 1,107
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前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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)

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※４ 12   137    

投資有価証券売却益  120   268    

退職給付引当金戻入額  53   2    

その他  5 192 0.0 21 430 0.2 237

Ⅶ　特別損失         

固定資産売却損 ※５ 45   40    

固定資産除却損 ※６ 79   153    

退職給付会計適用に伴
う変更時差異償却損

 60   ―    

投資有価証券評価損  ―   9    

販売用不動産評価損  5,930   416    

減損損失 ※７ 9,469   ―    

前期損益修正損  ―   126    

課徴金納付見込額  ―   219    

賠償損失引当金繰入
額 

 ―   170    

その他  118 15,703 8.3 118 1,252 0.7 △14,451

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△)

  △11,616 △6.2  4,179 2.3 15,796

法人税、住民税
及び事業税

 1,060   991    

法人税等調整額  2,750 3,810 2.1 1,490 2,481 1.4 △1,328

少数株主利益   178 0.0  94 0.0 △84

当期純利益又は
当期純損失(△)

  △15,605 △8.3  1,603 0.9 17,209
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   5,996

Ⅱ　資本剰余金増加高    

自己株式処分差益  0 0

Ⅲ　資本剰余金期末残高   5,997

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   47,198

Ⅱ　利益剰余金増加高    

連結子会社増加に伴う
剰余金増加高

 338  

土地再評価差額金取崩額  34 373

Ⅲ　利益剰余金減少高    

株主配当金  403  

役員賞与金  6  

土地再評価差額金取崩額  138  

当期純損失  15,605 16,153

Ⅳ　利益剰余金期末残高   31,418
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

平成17年12日31日　残高

（百万円）
5,158 5,997 31,418 △87 42,486

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △403  △403

当期純利益   1,603  1,603

連結範囲の変更   △143  △143

自己株式の処分  △0  0 0

自己株式の取得    △8 △8

土地再評価差額金の取崩   △217  △217

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
 △0 839 △7 831

平成18年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

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）
1,030 △2,068 △1,038 2,225 43,673

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △403

当期純利益     1,603

連結範囲の変更     △143

自己株式の処分     0

自己株式の取得     △8

土地再評価差額金の取崩     △217

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△311 △835 △1,146 158 △988

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△311 △835 △1,146 158 △157

平成18年12月31日　残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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) 金額(百万円)
増減

(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(△)

 △11,616 4,179 15,796

減価償却費  1,765 1,701 △63

減損損失  9,469 ― △9,469

連結調整勘定償却額  △53 ― 53

負ののれん償却額  ― △46 △46

貸倒引当金の増加額  324 193 △131

賞与引当金の増加額(△減少額)  34 △38 △73

退職給付引当金の減少額  △552 △545 6

工事損失引当金の増加額  197 98 △99

賠償損失引当金の増加額  ― 170 170

その他引当金の増加額(△減少額)  △171 85 256

受取利息及び受取配当金  △241 △137 104

支払利息  618 605 △12

有価証券・投資有価証券評価損  0 69 69

有価証券・投資有価証券売却益  △115 △268 △152

匿名組合出資持分譲渡益  ― △936 △936

有形固定資産売却損  12 △104 △116

持分法による投資損益  △57 △157 △100

売上債権の減少額(△増加額)  △14,234 6,856 21,090

棚卸資産の減少額  8,858 2,942 △5,916

その他資産の増加額  △238 △260 △22

仕入債務の増加額(△減少額)  13,245 △12,967 △26,212

未成工事受入金の増加額(△減少額)  1,273 △1,117 △2,391

その他負債の増加額(△減少額)  153 △1,689 △1,843

役員賞与の支払額  △6 ― 6

その他  145 261 116

小計  8,811 △1,106 △9,917

利息及び配当金の受取額  294 135 △158

利息の支払額  △629 △599 29

法人税等の支払額  △457 △1,295 △838

法人税等の還付額  ― 364 364

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,018 △2,501 △10,520

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  △182 △286 △103

定期預金の払戻による収入  200 190 △10

有価証券の売却による収入  96 62 △34

有形固定資産の取得による支出  △1,044 △2,308 △1,263

有形固定資産の売却による収入  210 535 324

無形固定資産の取得による支出  △97 △35 61

投資有価証券の取得による支出  △78 △305 △226

投資有価証券の売却による収入  220 396 176

子会社株式の取得による支出  △131 △224 △93

短期貸付金の純増加額  △656 △21 634

長期貸付による支出  △307 △1,142 △834

長期貸付金の回収による収入  5,067 27 △5,040

その他投資活動による支出  △430 △1,021 △590

その他投資活動による収入  680 2,337 1,657

投資活動によるキャッシュ・フロー  3,545 △1,795 △5,341
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前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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) 金額(百万円)
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額(△減少額)  2,660 △4,060 △6,720

長期借入れによる収入  5,198 5,938 740

長期借入金の返済による支出  △8,291 △6,830 1,460

自己株式の取得による支出  △20 △8 11

自己株式の売却による収入  1 0 △0

配当金の支払額  △402 △401 1

少数株主への配当金の支払額  △14 △12 1

財務活動によるキャッシュ・フロー  △869 △5,375 △4,505

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減少
額)

 10,695 △9,672 △20,367

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  13,245 24,086 10,841

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物期首増加額

 145 127 △18

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  24,086 14,541 △9,545
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項   

(1) 連結子会社 21社　連結子会社名は、1、企業集団の状

況に記載の通り。

なお、村上舗材㈱は、重要性が増加したこ

と及び企業集団の状況の開示をより充実す

るため、当連結会計年度から連結の範囲に

含めることとした。

22社　連結子会社名は、1、企業集団の状

況に記載の通り。

なお、㈱デザイン工房は、重要性が増加し

たこと及び企業集団の状況の開示をより充

実するため、当連結会計年度から連結の範

囲に含めることとした。

(2) 非連結子会社 主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

(3) 非連結子会社について、

連結の範囲から除いた

理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

非連結子会社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

２　持分法の適用に関する事

項

  

(1) 持分法適用会社 関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

(2) 持分法非適用会社 持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

 持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

(3) 持分法を適用しない会

社について、その適用

しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益

及び連結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いる。

持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益

及び連結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いる。

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、すべて連結財務

諸表提出会社と同じである。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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)

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

 デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

 たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

 未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

 不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

 その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原価法

その他棚卸資産

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

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。また、

一部の連結子会社は、定額法、生産高比

例法によっている。

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

自社利用のソフトウエアについては、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
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(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検討し、回収不能見

込額を計上している。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子会社の

うち３社は、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。

賞与引当金

同左

 修繕引当金

連結財務諸表提出会社は、船舶の定期整

備に充てるため、定期整備にかかる費用

を修繕実績に応じて計上している。

修繕引当金

同左

 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、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き計上してい

る。

完成工事補償引当金

同左

 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。

工事損失引当金

同左

  ―――――

 

賠償損失引当金 

公共工事入札に係るいわゆる独占禁止法

の違反行為の結果、今後の当該工事発注

者への損害賠償金の支払に備えるため、

合理的に見積もることが可能な金額を計

上している。 

 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上している。

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連結会計年

度から費用処理することとしている。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上している。

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連結会計年

度から費用処理することとしている。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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

いるが、連結財務諸表提出会社及び連結子

会社受注の長期大型工事(工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上)については工事

進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成工事高は、

50,442百万円である。

完成工事高の計上は工事完成基準によって

いるが、連結財務諸表提出会社及び連結子

会社受注の長期大型工事(工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上)については工事

進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成工事高は、

45,543百万円である。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっている。

同左

(6) 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

(7) 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

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、税抜方式によっている。

消費税等に相当する額の会計処理

同左

 連結納税

連結子会社の㈱阿賀高原開発とジークラ

イト㈱は連結納税を採用している。

連結納税

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

は全面時価評価法によっている。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で

均等償却している。

───────

７  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

─────── のれん及び負ののれんの償却については

５年間で均等償却している。 

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計期間において確定した利益処分に

基づいて作成している。

───────

９　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か月以内

に償還期限の到来する短期投資からなる。

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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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日に終了する連結会計年度に係る

連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当

連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用してい

る。これにより税金等調整前当期純損失が8,952百万円増

加している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除している。

　また、セグメントに関する影響額についてはセグメント

情報に記載している。

 ───────

 

　

　

 ───────

 

 

 

(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）以後終了する連結会計年度か

ら適用されることに伴い、当連結会計年度より同会計基準

及び同適用指針を適用してる。  

　従来の資本の部の合計に相当する金額は41,132百万円で

ある。 

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。 

  表示方法の変更  

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

───────

 

 (連結損益計算書)

　前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて

いた「前期損益修正損」は、金額的重要性が増しため、区

分掲記することとした。なお前連結会計年度の「前期損益

修正損」は１百万円である。
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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12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

投資有価証券(株式) 2,295百万円 投資有価証券(株式) 2,450百万円

２　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して保証

を行っている。

２　　　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。

㈱カイハツ
(1,124)百万円

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

その他 66

計 1,259

㈱カイハツ
  （997)百万円

169

新潟食品リサイクルセンター

㈱
670

新潟万代島ビルディング㈱ 423

ＦＫ商事㈱ 296

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

その他 48

計 2,124

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

２社 552百万円

分譲マンションに係る手付金保証

３社 685百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,957百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,697百万円

４※２　当連結会計年度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

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

４※２　当連結会計年度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

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

受取手形 219百万円

支払手形 50百万円

受取手形 186百万円

支払手形 113百万円
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前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

５※３　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

る繰延税金資産」及び「再評価に係る繰延税金負

債」として資産の部及び負債の部に計上し、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。

５※３　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連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

3,752百万円

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連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

4,226百万円

なお、連結財務諸表提出会社は当期末において、

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。

なお、連結子会社のうち一社は当期末において、

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1,053百万円を取崩し、同額を「土地再評価

差額金」から減額している。

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金1,657百万円

及び短期借入金6,110百万円及びその他固定負債

651百万円の担保に供している。

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金1,623百万円

及び短期借入金4,839百万円及びその他固定負債

599百万円の担保に供している。

建物 1,049百万円

土地 4,392

計 5,442

受取手形 702百万円

建物 839

土地 4,214

計 5,755

７※５　連結財務諸表提出会社の発行済株式の総数 ７                    ───────

 44,940千株   

８※６　連結会社及び持分法適用関連会社が保有する連結

財務諸表提出会社の株式の種類及び数

８                    ───────

普通株式 170,329株   
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額92百万円、修繕引当金繰入額２百万円、工事損

失引当金繰入額197百万円を含み、完成工事原価

及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額219百

万円、退職給付引当金繰入額83百万円を含んでい

る。

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額172百万円、修繕引当金繰入額２百万円、工事

損失引当金繰入額296百万円を含み、完成工事原

価及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額219

百万円、退職給付引当金繰入額173百万円を含ん

でいる。

２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

従業員給料手当 4,834百万円 従業員給料手当 4,901百万円

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は128百万円である。

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は118百万円である。

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

機械装置 9百万円

その他 2

計 12

建物 92百万円

土地 38

その他 6

計 137

５※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ５※５　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 3

その他 2

計 45

建物 19百万円

土地 16

その他 4

計 40

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 20百万円

機械装置 24

その他 33

計 79

構築物 95百万円

建物 39

その他 17

計 153

７※７　減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上した。

７　　　　　　　　 ───────

 

用途 種類 場所
金額

(百万円)

ゴルフ

場

土地、

建物等
新潟県東蒲原郡阿賀町 9,296

遊休
土地及

び建物
新潟県新潟市など19件 132

賃貸用

不動産

土地及

び建物
東京都大田区など３件 41

計 9,469

(経緯)

ゴルフ場については、価格競争激化に伴う販売価格低下に

より、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失として認識した。

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。
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(主な種類ごとの金額の内訳)  

建物・構築物 1,503百万円

土地 7,618

その他 348

計 9,469

(グルーピングの方法)

ゴルフ場は、当該事業を行う施設を独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位、また、遊休土地及び賃貸用不動産

は、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)

ゴルフ場については不動産鑑定評価基準、また、遊休資産

については正味売却価額により測定しており、土地は主に

相続税評価額及び固定資産税評価額、建物は減価償却終了

後の残存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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式     

普通株式　 (注)　 170,329 14,909 1,070 184,168

合計 170,329 14,909 1,070 184,168

 （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。 

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式  403  9 平成17年12月31日 平成18年３月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当金の原資
１株当たり配
当金（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 402 利益剰余金 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日

（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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　　　現金及び現金同等物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

１　　　現金及び現金同等物と連結貸借対照表に掲記さ

　　　　れている科目の金額との関係

(平成17年12月31日) (平成18年12月31日)

現金及び預金勘定 24,216百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △150

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 24,086

現金及び預金勘定 14,767百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △246

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 14,541

２ 　　　　　　　　───────

 

２    　重要な非資金取引

　　　　当連結会計年度において福田道路㈱は、土地の

　　　　現物出資により㈱デザイン工房の株式210百万円

　　　　を取得している。
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①　リース取引

項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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・
運搬具

604 318 286

工具器具
・備品

382 186 196

その他 183 93 90

合計 1,171 598 573

 
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・
運搬具

356 179 177

工具器具
・備品

367 173 194

その他 154 74 79

合計 877 426 450

 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 209百万円

１年超 363

計 573

１年内 167百万円

１年超 283

計 450

 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 291百万円 187百万円

減価償却費相当額 291  187

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。

―――――

オペレーティングリース取引

未経過リース料 １年内 90百万円

１年超 523

計 614

１年内 94百万円

１年超 436

計 531
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②　有価証券

前連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成17年12月31日)

 
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)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

(1) 株式 1,532 3,228 1,696

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 297 362 65

小計 1,830 3,591 1,761

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 121 113 △7

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 123 118 △4

小計 244 232 △11

合計 2,074 3,823 1,749

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年１月１日　至平成17年12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)

287 120 4

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 1,222百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

貸付信託の受益証券 10百万円

非上場の内国債券 45百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、０百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成17年12月31日)

種類
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)

10年超
(百万円)

債券     

社債 ― 35 30 ―

その他 0 1 ― 8

その他 10 ― ― ―

合計 10 36 30 8
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当連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成18年12月31日)

 
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)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

(1) 株式 1,489 2,658 1,168

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 337 422 85

小計 1,827 3,080 1,253

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 99 75 △23

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 225 218 △6

小計 324 294 △29

合計 2,151 3,375 1,224

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年１月１日　至平成18年12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)

389 268 ―

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 1,279百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 50百万円

非上場の内国債券 44百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、９百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成18年12月31日)

種類
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)

10年超
(百万円)

債券     

社債 5 60 ― ―

その他 1 0 ― 8

その他 ― ― ― ―

合計 6 60 ― 8
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

　主として連結財務諸表提出会社は、変動金利の長期借

入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ

取引を利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

①　取引の内容及び利用目的等

同左 

(1) 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。

②　取引に対する取組方針

　相場変動リスクに晒されている資産・負債に係るリス

クを回避する目的にのみ、デリバティブ取引を利用して

いる。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

　利用している金利スワップ取引については、市場金利

の変動によるリスクを有している。また、デリバティブ

取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、相

手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとん

どないと判断している。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は各社の管理部門責任者の決済後、

管理部門が実行している。また、デリバティブ取引に係

るリスク管理は、管理部門内の相互牽制により行われて

おり、取引の状況は、管理担当役員に随時報告されてい

る。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。
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④　退職給付

前連結会計年度(自平成17年１月１日　至平成17年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けている。

現在、企業年金基金制度を採用している当社は、退職給付制度の65％について平成16年連結会計年度より企業

年金基金制度へ移行している。

２　退職給付債務に関する事項(平成17年12月31日)

退職給付債務 △10,830百万円

年金資産 5,714 

未積立退職給付債務 △5,116 

未認識数理計算上の差異 492 

未認識過去勤務債務 △746 

連結貸借対照表計上額 △5,370 

退職給付引当金 △5,370 

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項(自平成17年１月１日　至平成17年12月31日)

勤務費用(注) 454百万円

利息費用 251 

期待運用収益 △164 

会計基準変更時差異の費用処理額 60 

数理計算上の差異の費用処理額 196 

過去勤務債務の費用処理額 △651 

退職給付費用 147 

　（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」に計上している。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率(企業年金基金) 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、費用処理している。)

数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしてい

る。)

会計基準変更時差異の処理年数 ５年
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当連結会計年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けている。

現在、企業年金基金制度を採用している当社は、退職給付制度の65％について平成16年連結会計年度より企業

年金基金制度へ移行している。

２　退職給付債務に関する事項(平成18年12月31日)

退職給付債務 △10,878百万円

年金資産 6,271 

未積立退職給付債務 △4,607 

未認識数理計算上の差異 89 

未認識過去勤務債務 △307 

連結貸借対照表計上額 △4,825 

退職給付引当金 △4,825 

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

勤務費用(注) 454百万円

利息費用 255 

期待運用収益 △142 

数理計算上の差異の費用処理額 132 

過去勤務債務の費用処理額 △439 

退職給付費用 259 

　（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」に計上している。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率(企業年金基金) 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、費用処理している。)

数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしてい

る。)

⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項なし。 
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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

固定資産減損損失 3,612 

たな卸資産評価損 3,377 

退職給付引当金 2,065 

未実現利益 446 

貸倒引当金損金算入限度超過額 420 

繰越欠損金 333 

再評価差額 292 

賞与引当金 131 

減価償却超過額 128 

投資有価証券評価損 93 

その他 1,061 

繰延税金資産小計 11,963 

評価性引当額 △7,054 

繰延税金資産合計 4,908 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 △709 

その他 △141 

繰延税金負債合計 △850 

繰延税金資産の純額 4,057 

   

繰延税金負債   

再評価差額 1,212 

固定資産圧縮積立金 119 

その他 7 

繰延税金負債合計 1,339 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 △1,562 

繰越欠損金 △129 

その他 △112 

繰延税金資産小計 △1,804 

評価性引当額 1,804 

繰延税金資産合計 ― 

繰延税金負債の純額 1,339 

繰延税金資産  百万円

  固定資産減損損失 3,393 

退職給付引当金 815 

貸倒引当金損金算入限度超過額 512 

たな卸資産評価損 447 

繰越欠損金 381 

未実現利益 277 

賞与引当金 115 

減価償却超過額 102 

投資有価証券評価損 83 

その他 1,167 

繰延税金資産小計 7,297 

評価性引当額 △4,456 

繰延税金資産合計 2,841 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額 162 

その他 150 

繰延税金負債合計 312 

繰延税金資産の純額 2,528 

   

繰延税金負債   

再評価差額 1,970 

その他有価証券評価差額 334 

固定資産圧縮積立金 131 

その他 24 

繰延税金負債合計 2,461 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 3,617 

退職給付引当金 1,113 

その他 560 

繰延税金資産小計 5,290 

評価性引当額 △4,945 

繰延税金資産合計 344 

繰延税金負債の純額 2,117 

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、税金等調整前当期純損失が

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 9.4 

永久に益金に算入されない項目 △2.6 

住民税均等割 2.2 

評価性引当額 9.1 

その他 0.9 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
59.4 
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⑦　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17年１月１日　至　平成17年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
169,382 5,155 14,335 188,874  188,874

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
119 177 4,027 4,324 (4,324) ―

計 169,502 5,333 18,362 193,198 (4,324) 188,874

営業費用 166,483 5,318 16,771 188,573 (4,065) 184,508

営業利益 3,019 14 1,591 4,625 (259) 4,365

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出
      

資産 99,391 30,078 18,658 148,128 18,835 166,964

減価償却費 627 337 809 1,774 (9) 1,765

減損損失 109 75 9,284 9,469 ― 9,469

資本的支出 460 724 553 1,738 (37) 1,700

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業及び鉱産物

の採堀、販売等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、経理

部に係る費用であり、その金額は171百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は21,090百万円である。

５　会計処理の方法の変更

固定資産の減損に係る会計基準の適用

「会計処理の変更」に記載のとおり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」(企業会計基準委員会　平成15年10月31日)を適用している。

なお、この変更によるセグメント情報の影響額は以下のとおりである。

営業費用及び減価償却費について、建設事業において０百万円、不動産事業において10百万円、その他事業

において106百万円それぞれ減少しており、営業利益はそれぞれ同額増加している。

資産について、建設事業において138百万円、不動産事業において65百万円、その他事業において9,177百万

円、消去又は全社において０百万円それぞれ減少している。
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当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
152,729 11,673 15,936 180,340  180,340

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,274 162 3,873 7,310 (7,310) ―

計 156,004 11,835 19,810 187,650 (7,310) 180,340

営業費用 153,307 11,341 18,234 182,883 (6,954) 175,929

営業利益 2,697 494 1,575 4,766 (355) 4,410

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出
      

資産 91,294 28,448 21,444 141,187 6,983 148,170

減価償却費 636 342 731 1,710 (8) 1,701

資本的支出 1,157 976 719 2,854 (709) 2,144

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業及び鉱産物

の採堀、販売等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、経理

部に係る費用であり、その金額は179百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は11,764百万円である。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

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

上高の記載を省略した。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

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

上高の記載を省略した。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

若松義人 ― ― 当社監査役

カルマン㈱

代表取締役

社長

― ― ― カルマン㈱

コンサル

ティング料

32 未払金

工事未払

金

0

1

　（注）　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) カルマン㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― ㈱ベスト

クラブ

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) ㈱ベストクラブとの取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

白川英二郎 ― ― 当社取締役 被所有

直接0.0％

― ― 工事の受注 20 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

砂田徹也 ― ― 当社監査役 ― ― ― 弁護士報酬 1 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。
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当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

若松義人 ― ― 当社監査役

カルマン㈱

代表取締役

社長

― ― ― カルマン㈱

コンサル

ティング料

19 未払金

工事未払

金

1

0

　（注）　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) カルマン㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― ㈱東京アス

レチックク

ラブ

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

        2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) ㈱東京アスレチッククラブとの取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

近藤大介 ― ― 　　　 ― 　　　　―

 

― ― 工事の受注 51 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

砂田徹也 ― ― 当社監査役 ― ― ― 弁護士報酬 2 未払金 0

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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 925.80円 919.04円

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)
△348.49円 35.83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

連結損益計算書上の当期純損失

15,605百万円

１株当たり当期純利益算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

1,603百万円

 
普通株式に係る当期純損失

15,605百万円

普通株式に係る当期純利益

1,603百万円

 
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

44,780,042株

普通株式の期中平均株式数

44,761,480株

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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