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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 10,108 － 312 － 303 － 148 －

18年３月期 － － － － － － － －

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 35 76 － － 5.6 4.0 3.1

18年３月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －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 7,644 2,727 35.7 655 62

18年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年３月期 2,727百万円 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 346 △49 △209 221

18年３月期 － － － －

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 － － － － － － － － －
19年３月期 － － 8 00 8 00 33 22.4 1.2
20年３月期
（予想）

－ － 6 00 6 00 － 124.7 －

（注）19年3月期期末配当金の内訳 記念配当 2円 00銭

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 2,350 △27.5 △95 － △100 － △210 － △50 48

通期 8,800 △12.9 220 △29.5 200 △34.1 20 △86.6 4 81

－ 1 －



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）　有

新規 1社 （社名　㈱テクマ） 除外 0社  

（注）詳細は、5ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、14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 4,505,757株 18年３月期 4,505,757株

②　期末自己株式数 19年３月期 345,630株 18年３月期 344,230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、23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 10,081 18.0 375 46.4 343 50.7 180 226.5

18年３月期 8,542 1.0 256 15.2 227 13.7 55 △49.5

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 43 33 － －

18年３月期 13 26 － －

(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 7,617 2,760 36.2 663 48

18年３月期 7,641 2,609 34.1 627 05

（参考）自己資本 19年３月期 2,760百万円 18年３月期 2,609百万円

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 2,300 △28.8 △60 － △70 － △180 － △47 27

通期 8,700 △13.7 290 △22.7 260 △24.3 60 △66.7 14 42

（連結業績について）

　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度の業績及び対前期増減率につきましては

記載しておりません。

　なお、自己資本当期純利益率における期首自己資本金、純資産経常利益率における期首総資産、純資産配当率におけ

る期首１株当たり純資産つきましては、それぞれ個別の期首自己資本金、期首総資産、期首１株当たり純資産を使用し

ております。

（業績予想の適切な利用に関する説明）

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、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結果となる場合があります。

㈱マサル（1795）平成 19 年３月期決算短信
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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軌道を維持しました。

また雇用の改善や賃金の増加に支えられ、個人消費は回復基調をたどる様子を見せています。

　建設業界におきましては、公共投資の減少傾向が続いているものの、民間設備投資は国内企業の収益向上に伴い持

ち直しを見せており、首都圏を中心に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、当社グループは良質な工事案件の受注に向けて、技術力、施工力を強化し顧客ニーズに

合致する高品質の商品提供を図るなど、積極的に営業展開をしてまいりました。

　この結果、当社は平成19年3月期より連結計算書類を作成しているため、前年同期増減率は比較できませんが、当

連結会計年度の受注高は、受注競争の激化の影響により86億27百万円となりました。完成工事高は多数の大型物件の

完成が寄与したこともあり101億8百万円になりました。利益面につきましては50周年事業等で販管費増加もありまし

たが、売上増や工事原価低減などによりまして営業利益は3億12百万円、経常利益は3億3百万円、当期純利益は1億48

百万円となりました。

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。

 （建設工事業）

　民間設備投資が堅調に回復しているものの、公共工事の縮減などにより受注競争は依然として厳しい状況にあり、

受注高は86億27百万円（前年同期比12.8％減）となりました。完成工事高につきましては大型工事物件の追加受注な

どがあり100億81百万円（前年同期比18.0％増）となりました。

 （その他の事業）

　その他の事業は、子会社における建築設資材の賃貸・販売に関する事業と平成18年5月に開始したグラフィックス

事業であります。グループ内部取引が大半を占め、外部売上高はグラフィックス事業の売上高を含めて26百万であり

ます。

（次期の見通し）

  次期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ことに加え、個人消費も回復の

兆しが見られることから安定した景気回復が続くものと見込まれます。しかし金利や原油、素材等の上昇懸念、米国

景気の先行き不透明感など不安材料を抱えたまま推移するものと思われます。

　建設業界におきましては、好調な企業業績を背景とした民間設備投資に期待が持たれるものの、縮小が続く公共投

資の影響を受けて減少傾向で推移するものと思われ、厳しい受注環境が続くものと予想されます。

　このような事業環境のなかにおいて当社といたしましては、シーリング事業部と防水事業部を統合し営業体制の整

備を図るとともに、工事原価低減や諸政策を推進し、熾烈な受注競争に打ち勝つため、営業力及び施工力の強化に全

力を挙げて取り組んでまいります。また、現在移行準備を進めている新営業情報システムを早期に稼動させ、業務の

効率化、管理制度の変更など柔軟に対応することでトータルコストの削減に努めてまいります。

　これらにより、次期の見通しとしましては、受注高90億円、完成工事高88億円、営業利益2億20百万円、経常利益2

億円、当期純利益20百万円をそれぞれ予定しています。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

　当社は平成19年3月期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値並びに増減率は記載しておりませんが、

当連結会計年度末における総資産は、76億44百万円となりました。現金及び預金、完成工事未収入金などが増えて

おります。

　負債合計は、49億16百万円となりました。未成工事支出金、長期借入金などが減っております。

　純資産合計は、27億27百万円となりました。当期純利益の計上などで増えております。

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

での資金の増加と、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少によ

り期末残高は2億21百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、営業活動における資金の増加は3億46百万円となりました。これは税金等調整前利益

があったことや大型工事物件の完工による未成工事支出金の減少などによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、投資活動における資金の減少は49百万円となりました、これは本社新社屋増築資金の

支出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いて、財務活動における資金の減少は2億9百万円となりました。これは借入金の返済などの

支出によるものであります。

なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移については以下のとおりであります。

平成19年3月期

自己資本比率（％） 35.7

時価ベースの自己資本比率（％） 24.8

債務償還年数（年） 4.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

（注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。

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を最も重要な経営課題の一つと位置付けており、業績に裏

づけられた成果配分を安定して行うことを基本方針としております。

　また、内部留保金につきましては、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい情勢が続くものと予想されますの

で、健全な経営基盤を維持するため財務体質の強化に努めるとともに、事業基盤拡充を図るための有効投資を行い、

株主の皆様のご期待に応えてまいる所存であります。

　期末配当金につきましては、基本方針並びに当連結会計年度の経営成績等をふまえて2円増額し１株当たり6円（普

通配当）を予定しております。さらに創立50周年を記念し１株当たり2円の記念配当を加えることとし、合わせて１

株当たり8円とさせていただく予定であります。

なお本件は、平成19年6月27日開催予定の第51回定時株主総会に付議する予定であります。

また、次期の期末配当金につきましては１株当たり6円を計画しております。

(4) 事業等のリスク

① 建設市場の動向

　当社グループの主たる事業分野の防水工事業は請負形態をとっており、受注先の動向により受注額の増減、競合

する他社との受注競争の激化等により、低採算化、収益力の低下など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。また、事業活動は主として首都圏地域を中心に行っており、この地域のおける景気の後退、回復遅延

など景気変動に大きく影響を受ける可能性があります。

② 取引先の信用のリスク

　当社グループは、取引先に関し審査の実施や信用不安情報の収集など、信用リスク回避の方策を講じております。

しかしながら、万一、発注者、協力会社等に信用不安が生じた場合、資金回収不能や工期に影響を及ぼし、予定外

の費用が発生し業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 重大事故の発生

　安全管理には万全を期しておりますが、施工中に予期せぬ重大事故が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可

能性があります。

また、天候状況などの予期しない原因により災害が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④ 業績の季節的変動

　当社グループの属する建設業界における業績については、受注工事高、完成工事高ともに、下半期に偏重する傾

向にあります。したがって、連結会計年度の上半期と下半期の受注工事高、完成工事高には大きな相違があり、業

績に季節的変動があります。

⑤ 施工物の不具合

　品質管理には万全を期しておりますが、万一、欠陥が発生した場合には顧客に対する信用を失うとともに、瑕疵

担保責任による損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 資材価格の変動

　当社グループはシーリング工事と建物の防水工事を主な業務としており、受注先との契約から工事完了までの間

に防水材などの急激な高騰があり、更に、今後も原油価格上昇などにより材料の値上げが予想されますが、請負代

金に反映させることが困難な場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び当連結会計年度より新たに連結子会社となりました㈱テクマにより構成されておりま

す。

当社グループの事業の種類別セグメントは以下のように区分しております。

(1) 建設工事業

　当社は建物のシーリング工事と防水工事及び建物のリニューアル（補修改修）工事を主たる業務として行ってお

ります。

(2) その他の事業

　連結子会社㈱テクマは建設資機材等の賃貸・販売等を行っており、当社はその一部を貸借・購入しております。

また、平成18年5月より新規にグラフィック事業を開始いたしました。 

事業の系統図は次のとおりであります。

 

当     社 

㈱  テ   ク   マ 

グラフィックス
事業の受注 

グラフィックス
事業の販売 

防水・改修工事の受注 

建築資機材等の発注 

建築資機材等の賃貸・販売 

工事施工 

得     意     先 
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３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　当社は、「技術力・施工力・企画提案力を総合的に強化育成し顧客ニーズに合う高品質の商品を提供するとともに、

専門業者としての見識を再構築し企業イメージの向上を図る」ことを経営の基本方針とし、建物防水事業を通じて社

会の発展に貢献してまいります。また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を図ることで企業価

値の最大化に努めてまいります。

(2) 目標とする経営指標

　当社グループでは、「中期経営計画（平成19年度～平成21年度）」において、その終了年度である平成22年3月末

時点で連結経常利益4億円、連結売上高経常利益率4％、株主資本利益率を7％以上とすることを目標としております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

　建設市場においては、住宅を含む設備投資の増加に伴う民間工事は増加基調で推移するものと期待されますが、官

公庁工事は減少傾向にあり市場規模の縮小は避けられないものと予想され、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。

　このような状況のもと、当社グループは「安心企業を目指す」を会社方針として掲げ、高層ビルのシーリング工

事・リニューアル工事のトップ企業として、お客様の満足を実現するため技術力、施工力、企画提案力の一層の強化

を図り高品質の商品を提供することで、受注の維持拡大、収益力と競争力の向上を目指し強固な経営基盤の構築に努

めてまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

　当社グループは、建物のシーリング工事と防水工事及び建物のリニューアル（補修改修）工事を主な業務とし、永

年にわたる技術力の強化と品質管理能力の向上を図ることにより「信頼ある品質」はお客様より高い評価を得ており

ます。この伝統と信頼を更に発展させて高品質な商品を提供し続けることで、受注の維持拡大や収益力と競争力が得

られるものと確信し、社員一丸となって諸施策に取り組んでまいります。

　受注につきましては、建築市場の市場規模が縮小傾向にあるなか、首都圏においてはオフィスビルや高層マンショ

ンの新築工事が続いており、当社としては、シーリング市場の受注に向けて総合企画提案能力を結集し積極的な営業

活動を行ってまいります。また、これまで整備蓄積されてきた建築物を有効に活用するための維持補修改修（リニュー

アル）市場が拡大を続けるものと見られております。このリニューアル市場を捕捉するべく、過去の工事実績の施工

プロセス等優位性を活用し受注活動を展開してまいります。

　情報化につきましては、情報システムの再構築を行うほか作業現場をネットワークする新原価システムの実行に入

るなど、情報技術の活用による業務の省力化と迅速化を進めてまいります。 

　経営管理面においては、組織や仕事の仕組みを見直すとともに品質、環境、安全衛生の継続的改善に取り組み、教

育制度を充実させ社員の能力向上と併せ企業の総合力を高めてまいります。またホームページの刷新によりＩＲ情報

の公開に向け適時且つ適切な情報開示に努めるとともに、コンプライアンス体制の維持及び内部監査体制の強化によ

り、会社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。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

　当社は「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」を「コーポレート・ガバナンスに関する報

告書」（平成18年5月31日付）で開示しておりますので、ご参照下さい。 

(6) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   797,184  

２．受取手形及び
完成工事未収入金

※２  2,374,528  

３．未成工事支出金   2,758,956  

４．その他たな卸資産   10,015  

５．繰延税金資産   52,881  

６．その他   152,960  

貸倒引当金   △11,615  

流動資産合計   6,134,911 80.2

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  ※１ 602,429   

減価償却累計額  358,011 244,417  

(2）機械装置及び運搬具  96,903   

減価償却累計額  90,701 6,202  

(3）工具器具備品  126,583   

減価償却累計額  65,262 61,320  

(4）土地 ※１  551,163  

有形固定資産合計   863,104 11.3

２．無形固定資産     

(1）ソフトウエア   6,022  

(2）その他  ※１  22,136  

無形固定資産合計   28,158 0.4

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  ※１  134,126  

(2）繰延税金資産   99,317  

(3）その他   447,802  

貸倒引当金   △63,408  

投資その他の資産合計   617,838 8.1

固定資産合計   1,509,101 19.8

資産合計   7,644,012 100.0
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当連結会計年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び工事未払金   1,456,040  

２．短期借入金  ※１  1,324,900  

３．未払法人税等   184,174  

４．未成工事受入金   1,281,979  

５．完成工事補償引当金   7,148  

６．役員賞与引当金   12,000  

７．賞与引当金   61,990  

８．その他   141,580  

流動負債合計   4,469,812 58.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※１  361,800  

２．退職給付引当金   74,959  

３．負ののれん   9,984  

固定負債合計   446,743 5.8

負債合計   4,916,555 64.3

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   885,697 11.6

２．資本剰余金   1,263,412 16.5

３．利益剰余金   673,404 8.8

４．自己株式   △123,231 △1.6

株主資本合計   2,699,282 35.3

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   28,174 0.4

評価・換算差額等合計   28,174 0.4

純資産合計   2,727,456 35.7

負債純資産合計   7,644,012 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,108,743 100.0

Ⅱ　売上原価   8,918,942 88.2

売上総利益   1,189,800 11.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  877,569 8.7

営業利益   312,231 3.1

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  849   

２．受取配当金  1,634   

３．材料報奨金  23,446   

４．負ののれん償却額  2,496   

５．雑収入  21,398 49,824 0.5

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  36,176   

２．手形売却損  13,567   

３．雑支出  8,819 58,563 0.6

経常利益   303,492 3.0

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入  11,223   

２．固定資産売却益 ※３ 616 11,839 0.1

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 285 285 0.0

税金等調整前当期純利益   315,045 3.1

法人税、住民税及び事業税  180,250   

法人税等調整額  △13,972 166,277 1.6

当期純利益   148,767 1.5
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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（千円）
(注２）

885,697 1,263,412 542,506 △122,568 2,569,047

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１)   △17,369  △17,369

役員賞与金（注１)   △500  △500

当期純利益   148,767  148,767

自己株式の取得    △663 △663

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

    0

連結会計年度中の変動額合計（千円） 0 0 130,898 △663 130,234

平成19年３月31日　残高（千円） 885,697 1,263,412 673,404 △123,231 2,699,282

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円）
(注２）

40,421 40,421 2,609,469

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注１)   △17,369

役員賞与金（注１)   △500

当期純利益   148,767

自己株式の取得   △663

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△12,247 △12,247 △12,247

連結会計年度中の変動額合計（千円） △12,247 △12,247 117,987

平成19年３月31日　残高（千円） 28,174 28,174 2,727,456

（注）１　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。

２　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月31日残高は個別財務諸表の数値であり

ます。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  315,045

減価償却費  40,886

負ののれん償却額  △2,496

貸倒引当金の増加額（減少：△）  △8,196

役員賞与引当金の増加額（減少：△）  12,000

賞与引当金の増加額（減少：△）  10,367

退職給付引当金の増加額（減少：△）  △13,527

完成工事補償引当金の増加額（減少：△）  314

受取利息及び受取配当金  △2,483

支払利息  36,176

売上債権の減少額（増加：△）  △185,635

未成工事支出金の減少額（増加：△）  383,447

その他たな卸資産の減少額（増加：△）  △3,265

未収消費税の減少額（増加：△）  6,355

仕入債務の増加額（減少：△）  △78,723

未成工事受入金の増加額（減少：△）  △95,683

未払消費税の増加額（減少：△）  92,636

役員賞与の支給額  △500

その他  △17,550

小計  489,167

利息及び配当金の受取額  2,053

利息の支払額  △35,997

法人税等の支払額  △109,100

営業活動によるキャッシュ・フロー  346,122

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形・無形固定資産の取得による支出  △95,686

有形固定資産の売却による収入  1,000

投資有価証券の売却による収入  3,705

貸付けによる支出  △2,500

貸付金の回収による収入  9,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

※２ 30,733

その他  4,375

投資活動によるキャッシュ・フロー  △49,361

㈱マサル（1795）平成 19 年３月期決算短信

－ 11 －



  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額（減少：△）  179,300

長期借入金の返済による支出  △770,740

長期借入れによる収入  400,000

自己株式の取得による支出  △663

配当金の支払額  △17,369

財務活動によるキャッシュ・フロー  △209,472

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  87,287

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  133,713

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 221,001
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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

 
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．連結の範囲に関する事

項

子会社はすべて連結しております。

連結子会社数　　　１社

連結子会社の名称　㈱テクマ

（注）株式会社テクマは、株式取得に伴い当連結会計年度より連

結子会社となりました。

２．持分法の適用に関する

事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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

① 有価証券

 その他有価証券

 時価のあるもの

決算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

 ② たな卸資産

 未成工事支出金

個別法による原価法

 材料貯蔵品

総平均法による原価法

 ③ デリバティブ

 時価法

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

 ② 無形固定資産

 定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規程する方法と同一

の基準によっております。ただし、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

おります。

(3）重要な引当金の計上

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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 ② 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、将来の見積補

償額に基づいて計上しております。

 ③ 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。
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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）

 ④ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

（会計処理の変更）

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。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ12,000千円減少しております。

 ⑤ 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いて

発生していると認められる額を計上しております。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（５年）による定率法により、翌期から費用処理

することとしております。

(4）重要なリース取引の

処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

(5）その他連結財務諸表

作成のための重要な

① 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おります。

事項 ② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

 ③ 金額の表示方法

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。

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方法は、全面時価評価法によっ

ております。

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

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

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等）

　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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準第5号）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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針８号）

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、2,727,456千円であります。

　連結財務諸規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　下記の資産は、長期借入金233,400千円、短期借入金（１年以内返済予定

の長期借入金370,400千円を含む）850,400千円の担保に供しております。

建物 238,597千円

土地 551,163千円

借地権 13,860千円

投資有価証券 72,492千円

計 876,113千円

※２　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、当連結会計年度の末

日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形 1,289千円

（連結損益計算書関係）

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　販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとおりであります。

従業員給与手当 360,638千円

役員報酬 101,608千円

賞与引当金繰入額 53,185千円

役員賞与引当金繰入額 12,000千円

貸倒引当金繰入額 3,026千円

減価償却費 19,665千円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は28,097千円であります。 

※３　固定資産売却益の内訳は機械装置616千円であります。

※４　固定資産除却損の内訳は建物285千円であります。
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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 4,505,757 － － 4,505,757

合計 4,505,757 － － 4,505,757

自己株式     

普通株式（注） 344,230 1,400 － 345,630

合計 344,230 1,400 － 345,630

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,400千株は、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

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月23日
定時株主総会

普通株式 16,646 4.0 平成18年3月31日 平成18年6月24日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月27日
定時株主総会

普通株式 33,104  利益剰余金 8.0 平成19年3月31日 平成19年6月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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　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19年３月31日）

現金預金勘定 797,184千円

預入期間が３か月を超える
定期預金等

△576,183千円

現金及び現金同等物 221,001千円

 ※２　株式の取得により、新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主

な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに株式取得価額と取得による収入（純額）との関係は次のと

おりです。

株式会社テクマ

流動資産 69,426千円

固定資産 10,459千円

流動負債 △46,506千円

固定負債 △10,899千円

負ののれん △12,480千円

株式の取得価額 10,000千円

現金及び現金同等物 △40,733千円

差引：取得による収入 30,733千円
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（リース取引関係）

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）

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

 工具器具・備品

取得価額相当額 21,480千円

減価償却累計額相当額 10,024千円

期末残高相当額 11,456千円

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」により算定しており

ます。

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,296千円

１年超 7,160千円

合計 11,456千円

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

り算定しております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 10,024千円

減価償却費相当額 10,024千円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表日における
連結貸借対照表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 36,615 84,126 47,511

小計 36,615 84,126 47,511

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 36,615 84,126 47,511

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

また、30％以上50％未満の下落をしている銘柄については、時価の回復可能性を検討して減損処理の要否を判

断しております。

２．時価評価されていない有価証券

区分

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

優先株式 50,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

 
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）取引の内容及び利用目

的

当社は、変動金利借入に対する金利上昇リスクヘッジを目的とし

て、金利スワップ取引のデリバティブ取引を行っております。

(2）取引に対する取組方針 当社は金融調達を行う上で金利リスクに晒されており、このリス

クを効率的に管理する手段としてデリバティブ取引を利用してお

り、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引

は行わない方針です。

(3）取引に係るリスクの内

容

当社が利用している金利スワップ取引は市場金利の変動によるリ

スクを有しております。また、金利スワップ取引の契約先は、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信

用リスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスク管理

体制

当社のデリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定

され、取引の実行及び管理は総務経理部が行っております。また、

毎月のデリバティブ取引の状況は担当役員まで報告されておりま

す。

２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取引

スワップ取引     

金利スワップ取引     

受取変動支払固定 33,400 － △49 △49

合計 33,400 － △49 △49

　（注）　時価の算定方法

時価及び評価損益は取引契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

退職金制度の全額について全従業員を対象とする適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △257,488

(2) 年金資産（千円） 195,116

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △62,371

(4) 未認識数理計算上の差異（債務の減額）（千円） △12,587

(5) 退職給付引当金(3)＋(4)（千円） △74,959

３．退職給付費用に関する事項

 
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）

退職給付費用（千円） 8,177

(1) 勤務費用（千円） 18,715

(2) 利息費用（千円） 4,627

(3) 期待運用収益（減算）（千円） △3,697

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） △11,467

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率（％） 2.0

(3) 期待運用収益率（％） 2.0

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） 5

 

（発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定率法

により、翌期から費用処理するこ

ととしております。） 
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金損金算入限度超過額 23,888千円

未払事業税否認 14,480千円

未払事業所税否認 362千円

完成工事補償引当金損金算入限度超
過額

3,693千円

法定福利費否認 2,776千円

その他 7,679千円

計 52,881千円

繰延税金資産（固定資産）  

減損損失損金不算入額 22,474千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 26,072千円

会員権評価損否認 50,437千円

会員権貸倒引当金否認 25,803千円

投資有価証券評価損等否認 16,341千円

小計 141,128千円

評価性引当額 △22,474千円

計 118,654千円

繰延税金負債（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 △19,337千円

計 △19,337千円

繰延税金資産合計 152,199千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目

6.6％

住民税均等割額 0.5％

役員賞与 1.6％

その他 3.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率

52.8％
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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）

 
建設工事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,081,943 26,799 10,108,743 － 10,108,743

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 108,656 108,656 (108,656) －

計 10,081,943 135,456 10,217,399 (108,656) 10,108,743

営業費用 9,706,870 166,644 9,873,514 (77,002) 9,796,512

営業利益又は営業損失 375,073 △31,188 343,885 (31,654) 312,231

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本
的支出

     

資産 7,617,389 55,360 7,672,749 (28,737) 7,644,012

減価償却費 38,324 1,508 39,832 － 39,832

資本的支出 89,328 6,358 95,686 － 95,686

（注）１　事業の区分は、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　各区分に属する主要な事業の内容

(1）建設工事業・・・・建物外壁防水工事、改修工事、その他防水工事に関する事業

(2）その他の事業・・・建築資機材の賃貸・販売に関する事業及びグラフィックスフィルムのデザインの

企画・印刷・販売・施工に関する事業

３　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(3)に記載のとおり、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。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「建設工事業」の営業費用が12,000千円増加し、営業利益が同額

減少しております。

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）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

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）

　海外売上高がないため、記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

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）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等）

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）

該当事項はありません。

（企業結合等）

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）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

 
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）

１株当たり純資産額 655.62円

１株当たり当期純利益 35.76円

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式がないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

区分
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）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 148,767

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 148,767

普通株式の期中平均株式数（株） 4,160,627

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．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）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   709,892   774,497   

２．受取手形 ※４  385,670   344,567   

３．完成工事未収入金   1,787,764   2,029,960   

４．未成工事支出金   3,142,403   2,777,656   

５．短期貸付金   4,145   1,102   

６．前払費用   9,344   9,224   

７．未収入金   37,065   29,525   

８．未収消費税等   6,355   －   

９．繰延税金資産   33,403   45,202   

10．仮払消費税   65,222   107,781   

11．その他   725   2,047   

貸倒引当金   △19,648   △11,606   

流動資産合計   6,162,345 80.6  6,109,960 80.2 △52,385

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 574,964   602,429    

減価償却累計額  345,180 229,784  358,011 244,417   

(2) 機械装置  79,799   79,799    

減価償却累計額  75,211 4,588  75,433 4,366   

(3) 車両運搬具  10,724   10,724    

減価償却累計額  10,188 536  10,188 536   

(4) 工具器具・備品  46,064   123,543    

減価償却累計額  40,906 5,158  63,461 60,081   

(6) 建設仮勘定   19,270   －   

(7) 土地 ※１  551,163   551,163   

有形固定資産計   810,501 10.6  860,565 11.3 50,064

２　無形固定資産         

(1) 特許権   47   26   

(2) 借地権 ※１  13,860   13,860   

(3) ソフトウエア   2,258   1,373   

(4) その他   6,689   8,249   

無形固定資産計   22,854 0.3  23,509 0.3 654
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  154,418   134,126   

(2) 関係会社株式   －   10,000   

(3) 出資金   2,410   2,160   

(4) 従業員に対する長期
貸付金

  5,762   2,294   

(5) 長期前払費用   1,772   1,768   

(6) 長期保証金   59,776   58,254   

(7) 会員権   173,460   170,490   

(8) 保険積立金   215,357   208,350   

(9) 繰延税金資産   96,417   99,317   

貸倒引当金   △63,451   △63,408   

投資その他の資産計   645,922 8.5  623,354 8.2 △22,567

固定資産合計   1,479,278 19.4  1,507,429 19.8 28,151

資産合計   7,641,624 100.0  7,617,389 100.0 △24,234
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   670,732   639,369   

２．工事未払金   828,749   812,144   

３．短期借入金  ※１  643,400   795,700   

４．一年以内返済予定の長
期借入金

  731,840   502,200   

５．未払金   34,008   33,496   

６．未払法人税等   101,085   184,139   

７．未払消費税   －   93,652   

８．未払費用   5,706   7,036   

９．未成工事受入金   1,377,662   1,281,979   

10．預り金   2,888   2,848   

11．完成工事補償引当金   6,833   7,148   

12．役員賞与引当金   －   12,000   

13．賞与引当金   48,000   58,695   

14.その他   759   940   

流動負債合計   4,451,667 58.3  4,431,351 58.2 △20,316

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金  ※１  502,900   361,800   

２．退職給付引当金   77,587   64,059   

固定負債合計   580,487 7.6  425,859 5.6 △154,627

負債合計   5,032,154 65.9  4,857,210 63.8 △174,944

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  885,697 11.6  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   1,261,600   －   

２　その他資本剰余金         

(1) 自己株式処分差益  1,812 1,812  － －   

資本剰余金合計   1,263,412 16.5  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   93,000   －   

２　任意積立金         

(1) 配当平均積立金  70,000   －    

(2) 役員退職積立金  50,000   －    

(3) 別途積立金  171,508 291,508  － －   

３　当期未処分利益   157,997   －   

利益剰余金合計   542,506 7.1  － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  40,421 0.5  － － －

Ⅵ　自己株式 ※３  △122,568 △1.6  － － －

資本合計   2,609,469 34.1  － － －

負債資本合計   7,641,624 100.0  － － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  885,697 11.6 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,261,600    

(2）その他資本剰余金  －   1,812    

資本剰余金合計   － －  1,263,412 16.6 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   93,000    

(2）その他利益剰余金         

配当平均積立金  －   70,000    

役員退職積立金  －   50,000    

別途積立金  －   171,508    

繰越利益剰余金  －   321,618    

利益剰余金合計   － －  706,126 9.3 －

４　自己株式   － －  △123,231 △1.6 －

株主資本合計   － －  2,732,005 35.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  28,174  －

評価・換算差額等合計   － －  28,174 0.3 －

純資産合計   － －  2,760,179 36.2 －

負債純資産合計   － －  7,617,389 100.0 －

         

㈱マサル（1795）平成 19 年３月期決算短信

－ 27 －



(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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

完成工事高   8,542,222 100.0  10,081,943 100.0 1,539,721

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価   7,501,353 87.8  8,913,360 88.4 1,412,007

売上総利益         

完成工事総利益   1,040,869 12.2  1,168,583 11.6 127,714

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１．役員報酬  87,480   97,860    

２．従業員給料手当  346,536   320,277    

３．役員賞与引当金繰入額  －   12,000    

４．賞与引当金繰入額  41,280   49,890    

５．退職給付費用  14,762   5,902    

６．法定福利費  51,472   51,757    

７．福利厚生費  6,722   4,329    

８．修繕維持費  6,785   5,057    

９．事務用品費  24,779   24,587    

10．通信交通費  27,671   23,621    

11．動力用水光熱費  6,783   6,372    

12．調査研究費  1,906   178    

13．広告宣伝費  9,016   21,413    

14．貸倒引当金繰入額  4,226   3,026    

15．貸倒損失  2,124   －    

16．交際費  6,074   15,575    

17．地代家賃  31,088   31,267    

18．減価償却費  18,190   18,156    

19．事業所税  890   890    

20．租税公課  13,124   13,734    

21．保険料  31,612   32,826    

22．雑費  52,146 784,674 9.2 54,784 793,509 7.9 8,835

営業利益   256,194 3.0  375,073 3.7 118,879
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  680   847    

２．受取配当金  1,926   1,634    

３．材料売却益  5,346   3,526    

４．材料報奨金  19,311   23,446    

５．保険解約返戻金  1,497   3,487    

６．雑収入  7,188 35,950 0.4 10,997 43,938 0.4 7,988

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  46,151   36,094    

２．手形売却損  10,082   13,567    

３．保険解約損  7,068   －    

４．雑支出  1,010 64,313 0.7 26,023 75,684 0.7 11,371

経常利益   227,831 2.7  343,327 3.4 115,495

Ⅵ　特別利益         

１．完成工事補償引当金戻
入額

 4,210   －    

２．貸倒引当金戻入額  － 4,210 0.0 11,112 11,112 0.1 6,902

Ⅶ　特別損失         

１．役員退職慰労金  12,800   －    

２．投資有価証券売却損  103   －    

３．減損損失 ※３ 55,218   －    

４．会員権貸倒引当金繰入
額

 150   －    

５．固定資産除却損 ※２ － 68,272 0.8 285 285 0.0 △67,986

税引前当期純利益   163,769 1.9  354,154 3.5 190,384

法人税、住民税及び事
業税

 97,771   180,180    

法人税等調整額  10,789 108,561 1.3 △6,292 173,887 1.7 65,326

当期純利益   55,208 0.6  180,266 1.8 125,058

前期繰越利益   102,788   －   

当期未処分利益   157,997   －   
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完成工事原価報告書

  
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  1,256,997 16.8 1,425,495 16.0 168,498

Ⅱ　労務費  2,373,870 31.6 2,773,315 31.1 399,444

（うち労務外注費）  (2,373,870) (31.6) (2,773,315) (31.1) (399,444)

Ⅲ　外注費  3,485,844 46.5 4,297,036 48.2 811,192

Ⅳ　経費  384,640 5.1 417,512 4.7 32,872

（うち人件費）  (77,662) (1.0) (100,227) (1.1) (22,564)

計  7,501,353 100.0 8,913,360 100.0 1,412,007

       

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(3）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

株主資本
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
資本準備金

その他資本剰
余金

利益準備金
その他利益剰
余金(注１)

平成18年３月31日　残高（千円） 885,697 1,261,600 1,812 93,000 449,506 △122,568 2,569,047

事業年度中の変動額        

剰余金の配当（注２）     △16,646  △16,646

当期純利益     180,266  180,266

自己株式の取得      △663 △663

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（千円） － － － － 163,620 △663 162,957

平成19年３月31日　残高（千円） 885,697 1,261,600 1,812 93,000 613,126 △123,231 2,732,005

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） 40,421 40,421 2,609,469

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（注２）   △16,646

当期純利益   180,266

自己株式の取得   △663

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△12,247 △12,247 △12,247

事業年度中の変動額合計（千円） △12,247 △12,247 150,710

平成19年３月31日　残高（千円） 28,174 28,174 2,760,179

（注）１　その他利益剰余金の内訳

配当平均積立金 役員退職積立金 別途積立金 利益剰余金 合計

平成18年３月31日　残高（千円） 70,000 50,000 171,508 157,997 449,506

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注２）    △16,646 △16,646

当期純利益    180,266 180,266

自己株式の取得      

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（千円） － － － 163,620 163,620

平成19年３月31日　残高（千円） 70,000 50,000 171,508 321,618 613,126

２　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）キャッシュ・フロー計算書

 　当事業年度における「連結キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸表に記載しております。

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  163,769

減価償却費  18,521

減損損失  55,218

貸倒引当金の増加額  1,865

退職給付引当金の減少額  △2,114

賞与引当金の増加額  11,434

会員権貸倒引当金額の減少額  △27,850

受取利息及び受取配当金  △2,607

支払利息  46,151

手形売却損  10,082

売上債権の減少額  247,028

未成工事支出金の増加額  △1,037,223

仕入債務の増加額  133,024

未収消費税の増加額  △5,837

仮払消費税の増加額  △27,353

未成工事受入金の増加額  764,517

保険積立金の減少額  9,728

その他  28,677

小計  387,033

利息及び配当金の受取額  2,605

利息の支払額  △45,941

法人税等の支払額  △92,396

営業活動によるキャッシュ・フロー  251,301

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  △576,179

定期預金の払戻による収入  576,175

有形固定資産の取得による支出  △22,771

投資有価証券の取得による支出  △362

長期貸付金の回収による収入  1,545

その他  11,674

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,917

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純減少額  △238,000

長期借入金の借入れによる収入  700,000

長期借入金の返済による支出  △831,540

自己株式の取得による支出  △483

配当金の支払額  △16,650

財務活動によるキャッシュ・フロー  △386,674

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △145,290

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  279,003

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 ※ 133,713
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(5）利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月23日）
株主総会決議

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   157,997

Ⅱ　利益処分額    

株主配当金
（普通配当１株につき）

 
16,646
(4円)

 

   16,646

Ⅲ　次期繰越利益   141,351
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重要な会計方針

 
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）

１　有価証券の評価基準及

び評価方法

 

 

① 子会社株式

 移動平均法による時価法

 ① その他有価証券

 時価のあるもの

決算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）

② その他有価証券

 時価のあるもの

同左 

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準

及び評価方法

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

３　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

同左

４　固定資産の減価償却の

方法

① 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（附属設備を除く）

については定額法）によっております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。

① 有形固定資産

同左

 ② 無形固定資産及び長期前払費用

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエア（無形

固定資産）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、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おります。

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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

 ② 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、将来の見積補償額を計上して

おります。

② 完成工事補償引当金

同左

 ③ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち、当期の負担額

を計上しております。

③ 賞与引当金

同左
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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）

  

 

④ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

（会計処理の変更）

当事業年度より「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。

これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ

12,000千円減少しております。

 ④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。

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（５年）による定率法により、翌

期から費用処理することとしておりま

す。

⑤ 退職給付引当金

同左

６　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

ております。

同左

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おります。

同左

８　キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっており

ます。

──────

９　その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

消費税等に相当する額の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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　企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。

　これにより税引前当期純利益が55,218千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

―――――― 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針８号)を適用

しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,760,179千円であります。

　財務諸表等規則等の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則等により作成しており

ます。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　下記の資産は、長期借入金409,500千円、短期借入

金（１年以内返済予定の長期借入金533,200千円を

含む）985,200千円及び割引手形－千円の担保に供

しております。

※１　下記の資産は、長期借入金233,400千円、短期借入

金（１年以内返済予定の長期借入金370,400千円を

含む）850,400千円の担保に供しております。

建物 222,915千円

土地 551,163千円

借地権 13,860千円

投資有価証券 91,526千円

計 879,465千円

建物 238,597千円

土地 551,163千円

借地権 13,860千円

投資有価証券 72,492千円

計 876,113千円

※２　会社が発行する株式 普通株式　17,300,000株

発行株式総数 普通株式　 4,505,757株

※２　―――――  

  

※３　自己株式の保有数 普通株式 　　344,230株 ※３　―――――  

※４　――――― ※４　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。期末日満期手形の

金額は次のとおりであります。

受取手形 1,289千円

　５　商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資産

額は39,662千円であります。

　５　―――――

（損益計算書関係）

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）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は15,775千

円であります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は28,097千

円であります。

※２　――――― ※２　固定資産除却損の内訳は建物285千円であります。

※３　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

※３　―――――　

 

場所 山梨県南都留郡山中湖村

用途 福利厚生施設

種類 土地及び建物

当社は、減損損失を認識するにあたって、管理会計

上の事業所単位をキャッシュ・フローを生み出す最

小の単位としてグルーピングを行っております。ま

た、当事業年度において、独立した資産グループで

ある福利厚生施設について減損処理いたしました。

上記の資産グループは、地価の著しい下落等の理由

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額55,218千円を減損損失に計上いたしました。

その内訳は、建物25,389千円、土地29,828千円であ

ります。

なお、当該資産の回収可能額は、固定資産税評価額

を基にした正味売却価額により評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 344,230 1,400 ― 345,630

合計 344,230 1,400 ― 345,630

（注）　普通株式の自己株式の株式の増加数1,400株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載

しております。

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　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）

現金及び預金勘定 709,892千円

預入期間が３か月を超える定
期預金等

△576,179千円

現金及び現金同等物 133,713千円
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（リース取引関係）

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）

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 

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

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

 工具器具・備品

取得価額相当額 21,480千円

減価償却累計額相当額 5,728千円

期末残高相当額 15,752千円

 工具器具・備品

取得価額相当額 21,480千円

減価償却累計額相当額 10,024千円

期末残高相当額 11,456千円

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」により算定しております。

同左

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,296千円

１年超 11,456千円

合計 15,752千円

１年内 4,296千円

１年超 7,160千円

合計 11,456千円

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」により算定してお

ります。

同左

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 4,296千円

減価償却費相当額 4,296千円

支払リース料 10,024千円

減価償却費相当額 10,024千円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

当事業年度末における「有価証券関係」（子会社株式で時価のあるものを除く）については、連結財務諸表にお

ける注記事項として記載しております。

なお、当事業年度において子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前事業年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

株式 36,253 104,418 68,165

小計 36,253 104,418 68,165

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

株式 － － －

小計 － － －

合計 36,253 104,418 68,165

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

また、30％以上50％未満の下落をしている銘柄については、時価の回復可能性を検討して減損処理の要否

を判断しております。

２．時価評価されていない有価証券

区分

前事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

優先株式 50,000
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（デリバティブ取引関係）

当事業年度末における「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。

１．取引の状況に関する事項

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目

的

当社は、変動金利借入に対する金利上昇リスクヘッジを目的とし

て、金利スワップ取引のデリバティブ取引を行っております。

(2）取引に対する取組方針 当社は金融調達を行う上で金利リスクに晒されており、このリス

クを効率的に管理する手段としてデリバティブ取引を利用してお

り、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引

は行わない方針です。

(3）取引に係るリスクの内

容

当社が利用している金利スワップ取引は市場金利の変動によるリ

スクを有しております。また、金利スワップ取引の契約先は、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信

用リスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスク管理

体制

当社のデリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定

され、取引の実行及び管理は総務経理部が行っております。また、

毎月のデリバティブ取引の状況は担当役員まで報告されておりま

す。

２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

前事業年度
（平成18年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引
以外の取引

スワップ取引     

金利スワップ取引     

受取変動支払固定 200,040 33,400 △759 △759

合計 200,040 33,400 △759 △759

　（注）　時価の算定方法

時価及び評価損益は取引契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。
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（退職給付関係）

当事業年度における「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

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）

(1）採用している退職給付制度の概要

退職金制度の全額について全従業員を対象とする適格退職年金制度を採用

しております

(2）退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日）

①　退職給付債務 △231,374千円

②　年金資産 184,864千円

③　未積立退職給付債務①－② △46,510千円

④　未認識数理計算上の差異

（債務の減額）
△31,076千円

⑤　退職給付引当金③＋④ △77,587千円

(3）退職給付費用に関する事項

（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

①　勤務費用 19,286千円

②　利息費用 4,478千円

③　期待運用収益（減算） △3,546千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 870千円

⑤　退職給付費用 21,089千円

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.0％

③　期待運用収益率 2.0％

④　過去勤務債務の処理年数 －年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 5年

 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

による定率法により、翌期から費用処理することとし

ております。）

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

関連会社がないため該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

(1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金損金算入限度超過額 19,536千円

未払事業税否認 8,488千円

未払事業所税否認 362千円

完成工事補償引当金損金算入限度
超過額

2,781千円

法定福利費否認 2,235千円

計 33,403千円

繰延税金資産（固定資産）  

減損損失損金不算入額 22,474千円

退職給付引当金損金算入限度超過
額

31,577千円

会員権評価損否認 50,437千円

会員権貸倒引当金否認 25,803千円

投資有価証券評価損等否認 16,341千円

小計 146,634千円

評価性引当額 △22,474千円

計 124,160千円

繰延税金負債（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 △27,743千円

計 △27,743千円

繰延税金資産合計 129,821千円

繰延税金資産（流動資産）  

賞与引当金損金算入限度超過額 23,888千円

未払事業税否認 14,480千円

未払事業所税否認 362千円

完成工事補償引当金損金算入限度
超過額

3,693千円

法定福利費否認 2,776千円

計 45,202千円

繰延税金資産（固定資産）  

減損損失損金不算入額 22,474千円

退職給付引当金損金算入限度超過
額

26,072千円

会員権評価損否認 50,437千円

会員権貸倒引当金否認 25,803千円

投資有価証券評価損等否認 16,341千円

小計 141,128千円

評価性引当額 △22,474千円

計 118,654千円

繰延税金負債（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 △19,337千円

計 △19,337千円

繰延税金資産合計 144,519千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との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 40.7％

（調整）  

評価性引当額 13.72％

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

9.73％

住民税均等割額 0.98％

その他 1.16％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

66.29％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

5.9％

住民税均等割額 0.4％

役員賞与 1.4％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

49.1％
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（１株当たり情報）

 
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）

１株当たり純資産額 627.05円 663.48円

１株当たり当期純利益 13.26円 43.33円

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式がないため

記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

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）

損益計算書上の当期純利益（千円） 55,208 180,266

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 55,208 180,266

普通株式の期中平均株式数（株） 4,162,317 4,160,627

　＜参考＞個別工種別受注高・売上高・繰越高

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）

比較増減
（△は減）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

受注高

シーリング工事 4,929,925 49.9 4,379,607 50.8 △550,318 △11.2

リニューアル工事 4,057,933 41.0 3,672,802 42.6 △385,131 △9.5

その他の防水工事等 900,485 9.1 574,874 6.6 △325,611 △36.2

合　　計 9,888,343 100.0 8,627,283 100.0 △1,261,060 △12.8

売上高

シーリング工事 3,998,882 46.8 4,939,555 49.0 940,673 23.5

リニューアル工事 3,599,614 42.1 4,290,963 42.6 691,349 19.2

その他の防水工事等 943,726 11.1 851,425 8.4 △92,301 △9.8

合　　計 8,542,222 100.0 10,081,943 100.0 1,539,721 18.0

繰越高

シーリング工事 3,548,899 57.0 2,988,951 62.6 △559,948 △15.8

リニューアル工事 1,986,199 31.9 1,368,036 28.7 △618,163 △31.1

その他の防水工事等 694,475 11.1 417,923 8.8 △276,552 △39.8

合　　計 6,229,573 100.0 4,774,910 100.0 △1,454,663 △23.4

（注）１　その他の防水工事等とは、地下防水工事、塗膜防水工事、屋上防水工事等の工事であります。

２　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。また、構成比率は小数点第2位を四捨五入して表示して

おります。
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６．その他
(1）役員の異動

①　その他の役員の異動

・新任取締役候補

取締役　　大木　信雄（現　執行役員管理本部長兼総務経理部長兼経営企画部長）

・退任予定取締役

佐藤　義政

村山　美二

 

②　就任予定日

平成19年６月27日

(2）その他

該当事項はありません。
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