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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 91,891 9.2 2,945 118.8 2,922 122.9 590 20.2

18年３月期 84,152 1.8 1,346 △14.9 1,311 3.6 491 140.3

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 27 22  － 6.3 4.0 3.2

18年３月期 21 80  － 5.6 1.9 1.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 31百万円 18年３月期 45百万円

(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

19年３月期 75,260 9,848 12.3 426 61

18年３月期 71,870 9,487 13.2 436 08

（参考）自己資本 19年３月期 9,262百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 5,594 △191 △682 12,271

18年３月期 358 △489 △956 7,550

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期  － 5 00 5 00 108 22.9 1.2

19年３月期  － 5 00 5 00 108 18.4 1.2

20年３月期
（予想）

 － 5 00 5 00 － 21.3 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 35,000 △11.3 △430 － △480 － △340 － △15 66

通期 85,000 △7.5 1,280 △56.5 1,110 △62.0 510 △13.7 23 49
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、13～15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 21,720,000株 18年３月期 21,720,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 7,027株 18年３月期 6,210株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 86,200 9.2 2,889 117.0 2,832 126.2 534 24.3

18年３月期 78,950 6.5 1,331 1.1 1,252 4.4 430 34.2

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

円 銭 円 銭

19年３月期 24 63  －

18年３月期 19 17  －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 69,125 8,359 12.1 384 99

18年３月期 67,454 8,568 12.7 393 94

（参考）自己資本 19年３月期 8,359百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 33,000 △12.7 △410 － △490 － △360 － △16 58

通期 79,000 △8.4 1,210 △58.1 1,000 △64.7 450 △15.8 20 72

※　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３ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当連結会計年度のわが国経済は、企業の旺盛な設備投資に牽引され、景気は緩やかな安定成長の軌道を維持しまし

た。また、雇用・賃金の増加に支えられ、出遅れていた個人消費は持ち直しの兆しが見られるようになりました。し

かしながらゼロ金利政策解除による金利の上昇懸念、米国景気の先行き不安や連鎖株安の余震と円高の懸念などによ

り、依然として不透明感が残る状況で推移いたしました。

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資の減少傾向が依然として続いているものの、

民間建設投資は国内企業の収益改善に伴い持ち直しを見せており、比較的好調に推移いたしました。

このような状況のもとで、当社グループでは「経営５ヵ年計画」の２年目を向かえ、「優位分野の確立による民間

工事の受注拡大」、「業界水準以上の競争力の獲得」に積極的に取り組んでまいりましたが、「経営５ヵ年計画」の

達成をより強固なものにするため、総合的な経営計画に代え、今後３年間で解決すべき最重点課題のみに絞り込んだ

「経営３ヵ年計画」を策定し、「官公庁工事における受注の確保と利益の向上」、「一般民間工事における受注の拡

大と利益の向上」、「総合力の結集と企業体質の強化」を目指してまいります。

当連結会計年度の受注工事高につきましては、官公庁工事が前年同期比4.1％減、民間工事が3.2％増となり、総受

注工事高は前年同期比2.3％増の842億６千９百万円となりました。工事別内訳は、建築工事が約69％、土木工事が約

31％であり、発注者別内訳では官公庁工事が約12％、民間工事が約88％であります。

当連結会計年度の主な受注工事につきましては、摂津市味舌東小学校増改築工事、小田急電鉄町田駅ビル熱源・受

変電設備更新工事（その３）、学校法人神田女学園（仮称）神田女学園建替計画、横浜市舞岡川遊水地建設工事、小

田急電鉄和泉多摩川～向ヶ丘遊園間改良工事土木その26（Ｉ工区）などであります。

次に完成工事高につきましては、前年同期比9.7％増の908億９千８百万円となりました。工事別内訳は建築工事が

約68％、土木工事が約32％となり、発注者別内訳では、官公庁工事が約12％、民間工事が約88％であります。

当連結会計年度の主な完成工事につきましては、栗原市栗原南部学校給食センター改築建築工事、小田急電鉄成城

学園前駅ビル建設工事、小田急不動産（仮称）小田急プラウディア栗平Ⅱ新築工事、積和不動産アピス等々力新築工

事、国土交通省中部地方整備局平成16年度伊豆縦貫岡宮ＩＣランプ建設工事などであります。

この完成工事高に不動産販売および賃貸などの兼業事業売上高９億９千２百万円を加えた総売上高は前年同期比

9.2％増の918億９千１百万円となりました。

営業利益につきましては、前年同期比118.8％増の29億４千５百万円となりました。経常利益につきましては、前年

同期比122.9％増の29億２千２百万円となり、当期純利益につきましては、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」を早期適用し、販売用不動産において多額の評価損失を計上したことなどにより、前年同期比20.2％

増の５億９千万円となりました。

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。

（建設事業）

売上高につきましては、前年同期比9.7％増の908億９千８百万円となりました。営業利益につきましては、主に民

間工事の増収による増益に加え、前連結会計年度より導入した工事損失引当金の影響などにより、前年同期比105.0％

増の25億６千５百万円となりました。

（不動産事業）

売上高につきましては、販売用不動産の売却の減少により前年同期比22.9％減の９億９千２百万円となりました。

営業利益につきましては、売却に伴う損失が減少したことにより、前年同期比301.2％増の３億８千万円となりました。

(2）次期の見通し

今後の日本経済の見通しにつきましては、企業収益の改善が続き、設備投資も底堅く推移するとの見方に加え、個

人消費も回復の兆しが見られるようになってきたことから、引き続き、安定した景気回復が続くものと見込まれてお

ります。しかしながら金利の上昇懸念や米国景気の先行き不透明感など、依然として不安材料を抱えたまま推移する

ものと思われます。

建設業界を取り巻く環境におきましても、好調な企業業績を背景とした民間建設投資に期待が持たれるものの、減

少が続く公共投資の影響を受け、全体として減少基調で推移し、厳しい受注環境が続くものと予想されます。

当社グループといたしましては、このような状況に対処すべく、重点経営課題を推進し、目標達成に向けて邁進し

てまいります。

これらにより、次期の見通しとしましては、受注高770億円、売上高850億円、営業利益12億８千万円、経常利益11

億１千万円、当期純利益５億１千万円をそれぞれ予想しております。
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(3）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における資産の残高は752億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ33億９千万円の増加となり

ました。主なものといたしましては、現金預金、預け金等が増加したことによるものであります。

負債の残高は654億１千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億１千２百万円の増加となりました。主なもの

といたしましては、借入金が減少したものの、支払手形・工事未払金等、未払法人税等が増加したことによるもので

あります。

純資産の残高は98億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億６千万円の増加となりました。主なものと

いたしましては、その他有価証券評価差額金が減少したものの、少数株主持分が加わったことによるものであります。

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は12.3％となり、前連結会計年度末に比べ0.9ポイントの減少となりま

した。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は122億７千１百万

円（前年同期比62.5％増）となり前連結会計年度に比べ47億２千１百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、55億９千４百万円（前年同期比大幅増）となりました。

これは売上債権25億８千３百万円の増加により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益22億４千１百万円の

計上に加え、仕入債務29億９千５百万円の増加、未成工事支出金11億３千1百万円の減少などにより資金が増加したこ

とによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、１億９千１百万円（前年同期比60.9％減）となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出２億８百万円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）

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、６億８千２百万円（前年同期比28.7％減）となりました。

これは借入金の純減による支出５億７千２百万円などによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

項目 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率 （％） 11.4 11.4 13.2 12.3

時価ベースの自己資本比率 （％） 11.2 10.9 11.1 9.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （倍） － 6.9 55.1 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） － 12.6 1.6 22.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

５．平成16年３月期の連結会計年度におきましては、キャッシュ・フローがマイナスのため、インタレスト・カ

バレッジ・レシオについては記載していません。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、内部留保の充実を図りながら、財務体質の改善に努めるとともに、収益力の向上に向けて経営基

盤の強化を図り、株主の皆様に安定した配当を継続していくことを利益配分の基本方針としております。

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に

取り組んでまいります。

当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円を予定しております。

なお、次期の期末配当金につきましては、安定した配当を継続し、１株当たり５円を予定しております。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グル－プは、お客様の期待とニ－ズに的確にお応えして、お客様の満足度を高めることを経営の基本姿勢とし、

建設事業、不動産事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。当社グル－プは、これを実現するため、企画提案

力、施工力、技術力の向上に注力してまいります。また、株主の皆様の期待にお応えするため、効率経営の徹底およ

び収益性の向上による経営基盤の強化、経営情報の適時開示を推進し、企業グル－プの価値の最大化に努めてまいり

ます。

(2）目標とする経営指標

当社グループは、総合的な経営計画として策定した「経営５ヵ年計画（平成17年度～平成21年度）」 に代え、今後

３年間で解決すべき最重点の課題に絞り込み、見直しをおこなった「経営３ヵ年計画（平成19年度～平成21年度）」

を策定し、最終年度において、提出会社の受注高および完工高で700億円以上、当期純利益で５億円以上の確保を目指

しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

わが国の経済は、海外経済減速等の景気下押し要因に留意する必要はあるものの、企業収益の改善が続き、緩やか

に個人消費へと波及していくことから、低成長ながら安定した景気回復局面の持続が見込まれます。建設市場におい

ては、民間建設投資の増加は期待されるものの、政府建設投資の継続的な減少により、全体としては減少基調で推移

していくことに加え、競争激化は避けられず、依然として厳しい経営環境が継続するものと推察されます。

このような状況において、当社グループは「経営３ヵ年計画」において、小田急ブランドを冠する総合建設サービ

ス業として、お客さまの満足を実現するため、また、小田急グループの一員として、存在意義を獲得するために、優

位分野である首都圏および小田急線沿線エリアを核として、競争力の強化を図り、安定経営に向けた受注の拡大と収

益の向上を最優先で取り組むべき課題に掲げ、その達成を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、自立経営に向け、営業部門と施工部門の連携強化を目的とした大幅な組織改正をおこない、企業

体質の強化および受注構成の改善を目指し、「経営３ヵ年計画」に基づく諸施策に一丸となって取り組んでまいりま

す。

受注におきましては、競争力を強化し、安定経営に向けた受注の確保、拡大を進めてまいります。官公庁工事につ

きましては、コンプライアンスを遵守した営業活動の実施はもとより、総合評価方式等への対応力を強化し、施工実

績と技術力の維持、向上を考慮しつつ、受注を確保してまいります。また、民間工事につきましては、首都圏および

小田急線沿線である東京・神奈川地区を中心に市場の開拓をおこない、顧客のニーズを的確に把握し、顧客満足度の

高い価値、製品を提供するとともに、優位性を最大限に活かした受注の拡大に取り組んでまいります。

施工におきましては、価格競争力の強化と収益の確保を図るため、業務フローの更なる精度向上、調達システムの

改善による施工コストの低減、予算査定の厳密化等を推進してまいります。また、団塊世代の大量退職に対する技術

力の継承・維持策を実施してまいります。

情報化等におきましては、作業所をネットワークする新原価管理システム・財務会計システム等の構築を推進し、

情報技術の活用による業務の迅速化と情報のオープン化を進めてまいります。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）におきましては、積極的なＩＲ情報の公開に向け、情報開示委員会の設置をおこない、

適時かつ適正な情報の開示に努めるとともに、コンプライアンス体制の維持および内部監査体制の整備、強化により

会社法・金融商品取引法等関係法令への適切な対応、内部統制システムの整備等に取り組んでまいります。また、品

質・環境への取り組みにおきましては、ＩＳＯ規格に基づく品質環境マネジメントシステムの確実な運用と改善によ

り、確かな品質の提供と環境保全に対する社会的責務の遂行に努めるとともに、環境報告書の継続的な発行を通じて、

環境保全活動の情報開示の充実に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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

1.現金預金 2,052 3,524

2.受取手形・工事未収入金等 ※５ 24,174 26,758

3.販売用不動産 1,877 1,464

4.未成工事支出金 ※１ 8,385 7,253

5.その他棚卸資産 261 262

6.繰延税金資産 874 488

7.預け金 5,497 8,746

8.未収消費税等 167 －

9.その他 756 808

貸倒引当金 △57 △41

流動資産合計 43,990 61.2 49,265 65.5 5,274

Ⅱ  固定資産

1.有形固定資産

(1) 建物・構築物 5,858 5,557

減価償却累計額 3,132 2,725 3,102 2,454

(2) 機械・運搬具・工具器具備品 1,025 994

減価償却累計額 763 262 786 207

(3) 土地
※３
※４

14,438 13,989

有形固定資産合計 17,425 24.3 16,652 22.1 △773

2.無形固定資産

(1) 電話加入権 21 21

(2) その他 0 0

無形固定資産合計 21 0.0 21 0.0 0

3.投資その他の資産

(1) 投資有価証券
※２
※３

9,416 8,320

(2) その他 1,023 1,022

貸倒引当金 △7 △21

投資その他の資産合計 10,432 14.5 9,321 12.4 △1,111

固定資産合計 27,880 38.8 25,995 34.5 △1,884

資産合計 71,870 100.0 75,260 100.0 3,390
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前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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

1.支払手形・工事未払金等 ※５ 27,281 30,276

2.短期借入金 ※３ 11,956 12,426

3.未払法人税等 400 865

4.未払消費税等 － 334

5.未成工事受入金 8,357 8,498

6.完成工事補償引当金 109 124

7.役員賞与引当金 － 18

8.その他 742 1,132

流動負債合計 48,846 68.0 53,677 71.3 4,831

Ⅱ  固定負債

1.長期借入金 ※３ 7,832 6,789

2.繰延税金負債 200 63

3.退職給付引当金 2,912 2,814

4.役員退職慰労引当金 120 120

5.再評価に係る繰延税金負債 ※４ 1,582 1,641

6.その他 305 305

固定負債合計 12,954 18.0 11,735 15.6 △1,219

負債合計 61,800 86.0 65,412 86.9 3,612

（少数株主持分）

少数株主持分 582 0.8 － － －

（資本の部）

Ⅰ  資本金 1,086 1.5 － － －

Ⅱ  資本剰余金 1,561 2.2 － － －

Ⅲ  利益剰余金 3,056 4.2 － － －

Ⅳ  土地再評価差額金 ※４ 1,346 1.9 － － －

Ⅴ  その他有価証券評価差額金 2,438 3.4 － － －

Ⅵ  自己株式 △1 △0.0 － － －

資本合計 9,487 13.2 － － －

負債、少数株主持分及び資本
合計

71,870 100.0 － － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

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 － － 1,086 1.4 －

2.資本剰余金 － － 1,561 2.2 －

3.利益剰余金 － － 3,495 4.6 －

4.自己株式 － － △1 △0.0 －

株主資本合計 － － 6,141 8.2 －

Ⅱ  評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差額金 － － 1,809 2.4 －

2.土地再評価差額金 ※４ － － 1,311 1.7 －

評価・換算差額等合計 － － 3,121 4.1 －

Ⅲ  少数株主持分 － － 585 0.8 －

純資産合計 － － 9,848 13.1 －

負債純資産合計 － － 75,260 100.0 －
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

1.完成工事高 ※１ 82,864 90,898

2.兼業事業売上高 1,288 84,152 100.0 992 91,891 100.0 7,738

Ⅱ  売上原価

1.完成工事原価 76,232 82,980

2.兼業事業売上原価 ※２ 1,077 77,310 91.9 499 83,479 90.8 6,169

売上総利益

1.完成工事総利益 6,631 7,918

2.兼業事業総利益 210 6,842 8.1 493 8,411 9.2 1,569

Ⅲ  販売費及び一般管理費 ※３ 5,496 6.5 5,465 6.0 △30

営業利益 1,346 1.6 2,945 3.2 1,599

Ⅳ  営業外収益

1.受取利息 5 12

2.受取配当金 89 104

3.持分法による投資利益 45 31

4.雑収入 49 190 0.3 80 229 0.2 38

Ⅴ  営業外費用

1.支払利息 225 252

2.雑支出 0 225 0.3 0 252 0.2 26

経常利益 1,311 1.6 2,922 3.2 1,611

Ⅵ  特別利益

1.前期損益修正益 0 3

2.投資有価証券売却益 0 4

3.損害賠償金 82 －

4.事務所移転補償金 － 55

5.営業譲渡益 59 －

6.役員退職慰労引当金戻入額 20 －

7. その他 0 163 0.1 1 65 0.0 △98

Ⅶ  特別損失

1.前期損益修正損 0 －

2.固定資産売却等損 ※４ 8 51

3.販売用不動産評価損 ※２ 357 626

4.投資有価証券売却損 0 －

5.ゴルフ会員権評価損 45 －

6.訴訟和解金等 96 6

7.その他 16 525 0.6 62 746 0.8 220

税金等調整前当期純利益 948 1.1 2,241 2.4 1,292

法人税、住民税及び事業税 574 831

過年度法人税、住民税及び事業税 △56 67

法人税等調整額 △58 459 0.5 737 1,637 1.8 1,177

少数株主利益(又は損失△) △2 △0.0 13 0.0 15

当期純利益 491 0.6 590 0.6 99
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(3) 連結株主資本等変動計算書

　当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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18年３月31日　残高　　　
（百万円）

1,086 1,561 3,056 △1 5,702

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △108 △108

役員賞与（注） △18 △18

当期純利益 590 590

土地再評価差額金取崩額 △24 △24

自己株式の取得 △0 △0

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)

－ － 439 △0 439

平成19年３月31日　残高　 　　　
（百万円）

1,086 1,561 3,495 △1 6,141

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18年３月31日　残高　　　　
　　

（百万円）
2,438 1,346 3,785 582 10,070

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） △108

役員賞与（注） △18

当期純利益 590

土地再評価差額金取崩額 △24

自己株式の処分 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△629 △34 △664 2 △661

連結会計年度中の変動額合計
（百万円)

△629 △34 △664 2 △222

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,809 1,311 3,121 585 9,848

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 948 2,241

減価償却費 279 281

貸倒引当金の増減額(減少:△) 57 △1

退職給付(慰労)引当金の増減額(減少:△) 119 △98

完成工事補償引当金の増減額(減少:△) 26 15

受取利息及び配当金 △95 △117

支払利息 225 252

販売用不動産評価損 ※２ 357 659

有形固定資産売却益 － △0

有形固定資産除売却損 8 51

投資有価証券等評価損 45 0

投資有価証券売却益 △0 △4

投資有価証券売却損 0 －

営業譲渡益 △59 －

売上債権の増減額(増加:△) △574 △2,583

販売用不動産の増減額(増加:△) 789 213

未成工事支出金の増減額(増加:△) △1,325 1,131

その他棚卸資産の増減額(増加:△) 16 △0

その他資産の増減額(増加:△) △157 196

仕入債務の増減額(減少:△) 2,381 2,995

未払金の増減額(減少:△) 18 149

未成工事受入金の増減額(減少:△) △275 140

未払消費税等の増減額(減少:△) △421 334

その他負債の増減額(減少:△) △712 368

持分法による投資損益(益:△) △45 △31

取締役賞与金の支払額 △11 △18

少数株主に負担させた取締役賞与金の支払額 △3 △1

小計 1,590 6,176 4,585

利息及び配当金の受取額 90 101

利息の支払額 △219 △249

法人税等の支払額 △1,102 △433

営業活動によるキャッシュ・フロー 358 5,594 5,236
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前連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △541 △208

有形固定資産の売却による収入 23 16

無形固定資産の取得による支出 － △0

投資有価証券の取得による支出 △37 △1

投資有価証券の売却による収入 7 6

貸付けによる支出 △3 △5

貸付金の回収による収入 0 －

営業譲渡による収入 59 －

その他投資の取得による支出 △13 －

その他投資の売却による収入 16 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △489 △191 297

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △839 175

長期借入れによる収入 3,052 1,430

長期借入金の返済による支出 △3,059 △2,178

自己株式取得による支出 △0 △0

配当金の支払による支出 △108 △108

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △956 △682 274

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(減少:△) △1,087 4,721 5,808

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 8,637 7,550 △1,087

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,550 12,271 4,721
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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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

主として期末前１か月の市場価格の

平均に基づく時価法

（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。）

有価証券

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

棚卸資産

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

棚卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定

しております。）

未成工事支出金・不動産事業支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

移動平均法による低価法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定

しております。）

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が平成20年３月31日以前に開始

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を

適用しております。

この結果、兼業事業売上原価が33百

万円増加し、営業利益、経常利益が33

百万円減少し、税引前当期純利益が659

百万円減少しております。

なお、未成工事支出金につきまして

は工事損失引当金により対応しており

ます。

(2）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、全て

の債権について個別に回収可能性を検

討して計上しております。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事にかかる瑕疵担保等の費用

に充てるため、実績繰入率による将来

の見積補償額を計上しております。

完成工事補償引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損失

の発生が見込まれ、かつ、その金額を

合理的に見積もることのできる工事に

ついてはその見積額を計上しておりま

す。

なお、損失見込額は、未成工事支出

金から直接控除しております。

工事損失引当金

同左

―――――― 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

この結果、販売費及び一般管理費が

18百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、18百万円減

少しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

なお、会計基準変更時差異（3,414百

万円）は、15年による均等額を費用処

理しております。

過去勤務債務は、主としてその発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定率法により

費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定率法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支

給に備えて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

　なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における記載から重

要な変更がないため開示を省略しております。
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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

会計方針の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当連結会計年度より、「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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は9,262百

万円であります。

なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

工事損失引当金

期末受注残高のうち、将来発生が見込まれる損失に金

額的重要性が増してきたため、当連結会計年度より当該

損失見積額を工事損失引当金として計上しております。

この結果、完成工事原価が586百万円増加し、営業利

益、経常利益が586百万円減少し、税金等調整前当期純

利益が、586百万円減少しております。

――――――

―――――― 資産の保有目的の変更

前連結会計年度末において、固定資産として計上され

ていた土地等460百万円を、販売用不動産へ振替えてお

ります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　工事損失引当金による損失見積額586百万円を直接

控除しております。

※１　工事損失引当金による損失見積額437百万円を直接

控除しております。

※２　このうち関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。

投資有価証券 56百万円

※２　このうち関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。

投資有価証券 87百万円

※３　このうち下記のとおり担保に供しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

投資有価証券 1,594

短期借入金 123

（長期借入金よりの
振替分）

長期借入金 30

計 1,594 153

※３　このうち下記のとおり担保に供しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

投資有価証券 43

短期借入金 20

（長期借入金よりの
振替分）

長期借入金 －

計 43 20

なお、土地7,964百万円を関係会社である㈱フラッ

グスの金融機関等からの借入金に対して担保提供して

おります。

また、投資有価証券 0百万円を特別目的会社である

吹田キャンパスサービス㈱の金融機関等からの借入金

に対して担保提供しております。

なお、土地7,964百万円を関係会社である㈱フラッ

グスの金融機関等からの借入金に対して担保提供して

おります。

また、投資有価証券 0百万円を特別目的会社である

吹田キャンパスサービス㈱の金融機関等からの借入金

に対して担保提供しております。

※４　事業用土地の再評価

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）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

再評価に係る繰延税金を固定負債に、土地再評価差額

金を資本の部にそれぞれ計上しております。

※４　事業用土地の再評価

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）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

再評価に係る繰延税金を固定負債に、土地再評価差額

金を純資産の部にそれぞれ計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第１１９号）第２条第１号に定める標準地

の公示価格に基づいて、合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日        平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時

価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額より1,951

百万円下回っております。

再評価を行った年月日        平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時

価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額より1,575

百万円下回っております。

※５               ―――――― ※５　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形 103百万円

支払手形 24百万円

６　保証債務

㈱マリモ 142百万円（手付金等保証)

６               ――――――
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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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　工事進行基準による完成工事高は32,451百万円であ

ります。

※１　工事進行基準による完成工事高は35,037百万円であ

ります。

※２               ―――――― ※２　販売用不動産は収益性の低下に基づく簿価切下後の

金額であり、販売用不動産評価損が以下の科目に含ま

れております。

兼業事業売上原価 33百万円

特別損失 626百万円

計 659百万円

※３　このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。

※３　このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。

従業員給料手当 2,885百万円

退職給付費用 288百万円

貸倒引当金繰入額 62百万円

従業員給料手当 2,872百万円

役員賞与引当金繰入額 18百万円

退職給付費用 215百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円

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は、79

百万円であります。

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は、73

百万円であります。

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械・運搬具 1百万円

工具器具備品 2百万円

計 3百万円

建物・構築物 1百万円

機械・運搬具 1百万円

工具器具備品 4百万円

計 8百万円

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

機械・運搬具 4百万円

計 4百万円

建物・構築物 20百万円

機械・運搬具 0百万円

土地 21百万円

計 42百万円
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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４月１日　至　平成19年３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 21,720,000 － － 21,720,000

 　　　　合計 21,720,000 － － 21,720,000

 自己株式

 　　普通株式（注） 6,210 817 － 7,027

 　　　　合計 6,210 817 － 7,027

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加817株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

平成18年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　108百万円

１株当たり配当額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5.00円

基準日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成18年３月31日

効力発生日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成18年６月29日

３．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

平成19年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　108百万円

配当の原資　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　利益剰余金

１株当たり配当額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5.00円

基準日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成19年３月31日

効力発生日　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　平成19年６月28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４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金預金勘定 2,052百万円

現金同等物（預け金） 5,497百万円

現金及び現金同等物 7,550百万円

現金預金勘定 3,524百万円

現金同等物（預け金） 8,746百万円

現金及び現金同等物 12,271百万円

※２               ―――――― ※２　販売用不動産は収益性の低下に基づく簿価切下後の

金額であり、販売用不動産評価損が連結損益計算書の

以下の科目に含まれております。

兼業事業売上原価 33百万円

特別損失 626百万円

計 659百万円
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(セグメント情報)

a.事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（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 90,898 992 91,891 － 91,891

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － (－) －

計 90,898 992 91,891 (－) 91,891

営業費用 88,333 612 88,945 (－) 88,945

営業利益 2,565 380 2,945 (－) 2,945

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産 50,126 3,167 53,294 21,965 75,260

減価償却費 159 120 279 1 281

資本的支出 79 － 79 14 93

　（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おります。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業：不動産の販売及び賃貸等に関する事業

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度21,965百万円であり、その主な

ものは、親会社での余資運用資金（現金）、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

ります。

b.所在地別セグメント情報

　当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）において本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

c.海外売上高

　当連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）において海外売上高がないため該当事項はありま

せん。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 436.08円

１株当たり当期純利益金額 21.80円

１株当たり純資産額 426.61円

１株当たり当期純利益金額 27.22円

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おりません。

同左

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

項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 （百万円） 491 590

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 18 －

（うち利益処分による取締役賞与金） (18) (－)

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 473 590

期中平均株式数 （株） 21,714,017 21,713,230

　２．　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 （百万円） － 9,848

純資産の部の合計額から控除する金額
－ 585

 （百万円）

（うち少数株主持分） (－) (585)

普通株式に係る期末の純資産額
－ 9,262

 （百万円）

１株当たり純資産額の算定に用いられた
－ 21,712,973

期末の普通株式の数 （株）

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

（開示の省略）

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付等に関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）受注実績

区分

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建設事業 82,375 100.0 84,269 100.0 2.3

合計 82,375 100.0 84,269 100.0 2.3

（２）売上実績

区分

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建設事業 82,864 98.5 90,898 98.9 9.7

不動産事業 1,288 1.5 992 1.1 △22.9

合計 84,152 100.0 91,891 100.0 9.2

（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は、記載しておりません。

小田急建設㈱ (1834) 平成 19 年３月期決算短信

－ 21 －



６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日現在）

当事業年度
（平成19年３月31日現在）

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）

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

1.現金預金 1,988 3,423

2.受取手形 1,856 1,100

3.工事未収入金 21,293 23,613

4.販売用不動産 1,877 1,464

5.未成工事支出金 7,751 6,114

6.前払費用 61 57

7.繰延税金資産 877 494

8.預け金 4,115 7,035

9.未収消費税等 195 －

10.その他 622 706

貸倒引当金 △57 △41

流動資産合計 40,582 60.2 43,967 63.6 3,385

Ⅱ  固定資産

1.有形固定資産

(1) 建物 5,483 5,191

減価償却累計額 2,859 2,624 2,832 2,359

(2) 構築物 344 327

減価償却累計額 262 81 257 69

(3) 機械装置 27 14

減価償却累計額 23 3 12 1

(4) 工具器具・備品 97 103

減価償却累計額 76 20 76 26

(5) 土地 14,427 13,979

有形固定資産合計 17,157 25.4 16,436 23.8 △721

2.無形固定資産

電話加入権 17 17

無形固定資産合計 17 0.0 17 0.0 －

3.投資その他の資産

(1) 投資有価証券 8,718 7,720

(2) 関係会社株式 115 115

(3) 破産債権、更生債権等 5 21

(4) その他 863 868

貸倒引当金 △5 △21

投資その他の資産合計 9,697 14.4 8,704 12.6 △993

固定資産合計 26,872 39.8 25,157 36.4 △1,714

資産合計 67,454 100.0 69,125 100.0 1,671
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前事業年度
（平成18年３月31日現在）

当事業年度
（平成19年３月31日現在）

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）

（負債の部）

Ⅰ  流動負債

1.支払手形 7,800 3,024

2.工事未払金 17,492 24,155

3.短期借入金 11,761 12,193

4.未払金 184 235

5.未払法人税等 399 843

6.未払消費税等 － 312

7.未払費用 87 84

8.未成工事受入金 8,011 7,539

9.預り金 377 752

10.前受収益 35 32

11.完成工事補償引当金 109 124

12.役員賞与引当金 － 13

13.その他 32 22

流動負債合計 46,290 68.6 49,334 71.4 3,044

Ⅱ  固定負債

1.長期借入金 7,832 6,789

2.繰延税金負債 163 78

3.退職給付引当金 2,598 2,509

4.役員退職慰労引当金 112 106

5.再評価に係る繰延税金負債 1,582 1,641

6.受入敷金保証金 305 305

固定負債合計 12,595 18.7 11,431 16.5 △1,164

負債合計 58,886 87.3 60,766 87.9 1,879

（資本の部）

Ⅰ  資本金 1,086 1.6 － － －

Ⅱ  資本剰余金

資本準備金 1,561 －

資本剰余金合計 1,561 2.3 － － －

Ⅲ  利益剰余金

1.利益準備金 271 －

2.別途積立金 850 －

3.当期未処分利益 1,182 －

利益剰余金合計 2,304 3.4 － － －

Ⅳ  土地再評価差額金 1,346 2.0 － － －

Ⅴ  その他有価証券評価差額金 2,271 3.4 － － －

Ⅵ  自己株式 △1 △0.0 － － －

資本合計 8,568 12.7 － － －

負債資本合計 67,454 100.0 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日現在）

当事業年度
（平成19年３月31日現在）

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）

（純資産の部）

Ⅰ  株主資本

1.資本金 － － 1,086 1.6 －

2.資本剰余金

資本準備金 － 1,561

資本剰余金合計 － － 1,561 2.2 －

3.利益剰余金

(1) 利益準備金 － 271

(2) その他利益剰余金

別途積立金 － 950

繰越利益剰余金 － 1,470

利益剰余金合計 － － 2,692 3.9 －

4.自己株式 － － △1 △0.0 －

株主資本合計 － － 5,338 7.7 －

Ⅱ  評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差額金 － － 1,709 2.5 －

2.土地再評価差額金 － － 1,311 1.9 －

評価・換算差額等合計 － － 3,021 4.4 －

純資産合計 － － 8,359 12.1 －

負債純資産合計 － － 69,125 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

1.完成工事高 77,645 85,191

2.兼業事業売上高 1,304 78,950 100.0 1,008 86,200 100.0 7,250

Ⅱ  売上原価

1.完成工事原価 71,402 77,683

2.兼業事業売上原価 1,077 72,479 91.8 498 78,182 90.7 5,702

売上総利益

1.完成工事総利益 6,243 7,507

2.兼業事業総利益 226 6,470 8.2 510 8,018 9.3 1,547

Ⅲ  販売費及び一般管理費 5,138 6.5 5,128 5.9 △10

営業利益 1,331 1.7 2,889 3.4 1,557

Ⅳ  営業外収益

1.受取利息 4 9

2.受取配当金 89 103

3.雑収入 48 141 0.2 78 190 0.2 49

Ⅴ  営業外費用

1.支払利息 221 221 0.3 247 247 0.3 26

経常利益 1,252 1.6 2,832 3.3 1,580

Ⅵ  特別利益

1.投資有価証券売却益 0 －

2.損害賠償金 82 －

3.事務所移転補償金 － 55

4.役員退職慰労引当金戻入額 20 －

5.その他 0 103 0.1 － 55 0.1 △47

Ⅶ  特別損失

1.固定資産売却等損 － 46

2.販売用不動産評価損 357 626

3.投資有価証券評価損 － 0

4.ゴルフ会員権評価損 33 －

5.訴訟和解金等 96 6

6.その他 13 501 0.6 53 733 0.9 231

税引前当期純利益 853 1.1 2,154 2.5 1,301

法人税、住民税及び事業税 544 802

過年度法人税、住民税及び事業税 △52 84

法人税等調整額 △68 423 0.6 733 1,620 1.9 1,196

当期純利益 430 0.5 534 0.6 104
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）

前期繰越利益 752 －

当期未処分利益 1,182 －

(3) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３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 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18年３月31日　残高
(百万円）

1,086 1,561 271 850 1,182 2,304 △1 4,950

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注） 100 △100 － －

剰余金の配当（注） △108 △108 △108

役員賞与（注） △13 △13 △13

当期純利益 534 534 534

土地再評価差額金取崩額 △24 △24 △24

自己株式の取得 － △0 △0

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）

－ － － 100 287 387 △0 387

平成19年３月31日　残高
(百万円）

1,086 1,561 271 950 1,470 2,692 △1 5,338

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18年３月31日　残高
(百万円）

2,271 1,346 3,617 8,568

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注） － －

剰余金の配当（注） － △108

役員賞与（注） － △13

当期純利益 － 534

土地再評価差額金取崩額 － △24

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

△561 △34 △596 △596

事業年度中の変動額合計　　
　　

(百万円）
△561 △34 △596 △208

平成19年３月31日　残高
(百万円）

1,709 1,311 3,021 8,359

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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７．受注実績・売上実績・手持工事高

（１）受注実績

区分

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築工事 51,747 66.6 53,145 67.5 2.7

土木工事 25,982 33.4 25,577 32.5 △1.6

合計 77,729 100.0 78,723 100.0 1.3

（２）売上実績

区分

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築工事 48,717 61.7 56,739 65.8 16.5

土木工事 28,928 36.6 28,451 33.0 △1.6

建設事業計 77,645 98.3 85,191 98.8 9.7

不動産事業 1,304 1.7 1,008 1.2 △22.6

合計 78,950 100.0 86,200 100.0 9.2

（３）手持工事高

区分

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築工事 39,418 63.7 35,824 64.6 △9.1

土木工事 22,508 36.3 19,633 35.4 △12.8

合計 61,926 100.0 55,458 100.0 △10.4

８．その他
(1) 役員の異動

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。

(2）その他

該当事項はありません。
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