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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 68,023 8.1 △1,875 － △1,828 － △1,433 －

18年３月期 62,914 △15.4 205 △81.9 302 △75.0 △30 －

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 △54 35 －  △5.9 △3.0 △2.8

18年３月期 △1 18 －  △0.1 0.5 0.3

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 △2百万円

(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 61,684 23,408 37.9 887 21

18年３月期 61,871 25,551 41.3 968 39

（参考）自己資本 19年３月期 23,408百万円 18年３月期 25,551百万円

(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 245 △807 △291 5,504

18年３月期 △2,890 335 △200 6,360

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 5 50 0 00 5 50 11 00 289 △9.3 1.1

19年３月期 0 00 5 50 0 00 5 50 11 00 290 △20.2 1.2

20年３月期（予想） 0 00 5 50 0 00  未定   未定 － － －

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 22,700 △11.5 △2,000 － △2,000 － △2,100 － △79 59

通期 73,000 7.3 △1,500 － △1,500 － △2,000 － △75 80
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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

新規 0社  除外 0社  

（注）詳細は、6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、21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 27,940,000株 18年３月期 27,940,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 1,555,133株 18年３月期 1,554,824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、36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 65,381 8.7 △1,866 － △1,810 － △1,391 －

18年３月期 60,144 △16.4 286 △74.5 430 △65.1 152 △12.1

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 △52 72 －  

18年３月期 5 80 －  

(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 60,847 23,461 38.6 889 19

18年３月期 60,764 25,561 42.1 986 78

（参考）自己資本 19年３月期 23,461百万円 18年３月期 25,561百万円

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 21,600 △13.9 △2,000 － △2,000 － △2,100 － △79 59

通期 70,000 △7.1 △1,500 － △1,500 － △2,000 － △75 80

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後

の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績 

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、雇用者所得の増加により個

人消費は底堅く推移したことから、平成14年から始まった景気拡大は戦後最長となるなど、景気は緩やかに拡大して

おりました。

　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に底堅く推移しましたが、政府建設投

資は、国の補正予算による災害対策費等の予算措置後においても前年を下回り、発注量減少による価格競争の激化で、

一段と厳しい受注環境となっておりました。

　このような状況の中、当社グループの業績につきましては、前期からの繰越受注高の増加により売上高は68,023百

万円と前年同期に比べ8.1％増加しましたが、一段と厳しくなった受注環境の下での、競争激化による受注単価の低下

により、利益は前期を大幅に下回り、経常損失1,828百万円を計上する結果となりました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

　　（建設事業）

　　　　建設事業の売上高は67,702百万円（前連結会計年度比108.5％）、営業利益△1,240百万円（前連結会計年度

　　　　比△246.9％）となりました。

　　（不動産賃貸等事業）

　　　　当事業の主な営業内容は、事務所ビル及び駐車場の賃貸とその管理業務、損害保険の代理業務であります。

　　　　不動産賃貸等事業の売上高は407百万円（前連結会計年度比68.0％）、営業利益は163百万円（前連結会計年

　　　　度比60.0％）となりました。 

　　

②次期の見通し 

　公共工事の総発注量は引き続き減少傾向が続く中、建設業界全体としては依然供給過剰状態にあり激しい価格競争

が続くなど、当社グループを取り巻く環境は今後も非常に厳しい状況に置かれることが予想されます。

　このような情勢のもとで価格競争力を強化しシェアを拡大することで公共工事での利益確保に努めるとともに、海

外土木工事、民間建築工事や開発事業にも引き続き注力してまいります。

　次期の業績予想については次の通り見込んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売　上　高 経常利益 当期損益

 連　　結 73,000 △1,500 △2,000

 個　　別 70,000 △1,500 △2,000

 

　　③合併後の見通し

　　　平成19年10月1日に予定されている株式会社白石との合併を前提とした次期の業績予想は次の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売　上　高 経常利益 当期損益

 連　　結 103,000 △800 △1,900

 個　　別 100,000 △800 △1,900

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　　　(資　　産) 

 流動資産は、前連結会計年度に比べ70百万円増加し39,260百万円となりました。主な増減内容は、受取手形・

完成工事未収入金2,381百万円の減少と開発事業支出金1,376百万円の増加であります。

　また、固定資産は、前連結会計年度に比べ257百万円減少し22,424百万円となりました。主な増減内容は建設

仮勘定444百万円の増加と投資有価証券が640百万円の減少であります。

　総資産は前連結会計年度末に比べ186百万円減少し61,684百万円であります。

　　　(負　　債) 

　流動負債は、前連結会計年度に比べ2,163百万円の増加し31,431百万円となりました。これは主に支払手形・

工事未払金が1,798百万円増加したことによるものであります。また、固定負債は前連結会計年度に比べ207百

万円の減少となっております。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ1,955百万円増加し38,275百万円となりました。
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　　　(純　資　産)

　純資産は前連結会計年度の資本合計に比べ2,142百万円減少し23,408百万円となりました。

これは主に利益剰余金が1,724百万円、その他有価証券評価差額金が417百万円それぞれ減少したことによりも

のであります。　

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により245百万円の増加、投資活動により807百万円の減

少、財務活動により291百万円の減少となり、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は期首残高

6,360百万円より856百万円減少の5,504百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が1,941百万円で前会計年度末の税金等調整前当

期純利益252百万円より減少しましたが、売上債権の2,359百万円の減少（前年同期4,737百万円の増加）、仕入債務

の1,790百万円の増加（前年同期7百万円の増加）等があり245百万円の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動に使用した資金は、有形固定資産の取得による支出653百万円（前年同期248百万円）等であり、807百万

円（前年同期335百万円の収入)の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動に使用した資金は、配当金の支払額291百万円（前年同期290百万円）等であります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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

株主資本比率（％） 37.9 41.0 41.3 37.9

時価ベースの株主資本比率

（％）
24.3 23.5 24.2 18.6

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
664.6 377.0 348.3 13.5

　　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／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　※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。

　　※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

　　※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキ　ャッシュ・フローを

　　　使用しております。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。

　　　また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、従来から安定した経営成績確保のため、経営基盤の維持増強と財務体質強化に努めております

が、業績の進展、建設投資等の経済情勢を勘案し、株主の皆様への安定配当の維持に前向きに取り組んでゆく方針

であります。当期の配当につきましては、この基本方針に基づき１株当り11円を配当する予定としております。

　また、次期の中間配当につきましても基本方針を踏まえた配当を考えておりますが、期末配当につきましては、

株式会社白石との合併を前提として新会社の利益配分に関する基本方針を検討する予定であり、新たな方針が決ま

り次第公表したいと考えております。

　なお、配当に関する基準日および回数の変更予定はありません。 

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等に関し、経営成績、財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のようなものがあ

ります。なお、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末において判断したものであ

ります。
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①公共事業への依存

　当社グループの事業内容は主に建設事業であり、売上高の概ね６割を公共工事で占めております。国及び地方自

治体の公共投資は年々縮小傾向にあることから、この減少を補うため橋梁以外の土木分野、建築分野及び海外分野

への受注活動を強化いたしますが、公共工事量減少如何によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。

②工事用資材の価格上昇

　当社グループの主たる事業である建設工事に使用する主要資材の価格が高騰し、請負金額に反映されない場合は、

売上総利益の低下により業績に影響を及ぼす可能性があります。

③取引先の信用リスク

　民間からの請負工事につき、物件引渡後工事代金受領前に取引先が信用不安に陥った場合、貸倒損失の計上によ

り業績に影響を及ぼす可能性があります。

④災害に伴うリスク

　建設事業において、天候等の自然災害により工事施工に影響を及ぼす場合があり、工事遅延や工事原価の追加費

用が発生する可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社５社で構成され、この他に関連会社２社及びその他の関係会社１社を含めたグルー

プにより、建設事業を主な事業内容としております。当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメン

ト並びに事業部門との関連は次のとおりであります。

建設事業

（工事施工部門）

当社は、プレストレストコンクリート(PC)建設工事、一般土木・建築工事の施工を行っております。

また、㈱プロテック（子会社）は土木建築構造物補修工事の施工等、日本ケーモー工事㈱（子会社）は地下埋設管

敷設工事等の施工等、泰弘産業（株）（子会社）は建設資材の製造販売を行っております。

（製品製造部門）

当社は、プレストレストコンクリート製品等の製造販売を行っております。また、㈱オートリ（子会社）は工場製

品製造の請負を行っております。なお、その他の関係会社である太平洋セメント㈱からは同社製品のセメントを商

社経由で購入しております。

不動産賃貸等事業

　　当社は、不動産賃貸事業を営んでおり、(株)オーケーケー（子会社）は不動産の管理及び損害保険の代理業等を営

　　んでおります。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

工事施工 

不動産 

の賃貸 

製品製造販売 工事施工 工事施工 建設資材 

製造販売等 

得     意     先 

 

関連会社 

瀋陽市政地鉄管片有限公司(※2) 

㈱オリテック２１(※3) 

その他関係会社 

太平洋セメント㈱ 

 

建設資材 

製造販売等 

不動産 

管理等 

製品製造 

当        社 

 

製品製造部門 

建    設    事    業 

 工 事 施 工 部 門 

 

不動産 

賃貸等 

事業 

子会社    

㈱プロテック(※1)、泰弘産業㈱(※1) 

日本ケーモー工事㈱(※1) 

 

子会社 

㈱オートリ(※1) 

 

子会社 

㈱オーケーケー(※1) 

 

　　　　

　（注）１　子会社はすべて連結子会社であります。

２　(※1)連結子会社　

(※2)関連会社で持分法適用会社

(※3)関連会社で持分法非適用会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、建設業を取り巻く厳しい経営環境に対応して、将来的にも良好な経営を継続するために、安定し

た受注量を確保し、堅固な収益基盤を構築することを目標といたします。同時に社会の一員として地域社会の利益も

十分に考慮し、社会資本の整備を通して顧客、株主、協力会社、取引先及び当社グループ社員にとって価値ある企業

であり続けることを経営の基本方針としております。

 

(2）中長期的な会社の経営戦略

　2006 年度の建設投資は前年度比0.4％増の53 兆6600 億円と見込まれ、建設投資額は当面横ばい傾向が続くものと

予測されます。しかし、その内訳は民間建設投資が増加傾向にある一方、政府建設投資が引き続き削減される方向に

あり今後も減少するものと考えられますが、建設業者の淘汰は依然として進んでおらず、公共工事は厳しい受注競争

に晒されており、落札率は未だ改善の見通しが立たない状況です。

　他方では、低価格入札や不当廉売を排除し工事の品質を確保するため、総合評価方式、高度技術提案型、入札ボン

ド制など価格以外の要素を反映させる様々な入札方式が実施に移されており、併せて発注ロットの大型化や橋梁上下

部工事の一式発注など、建設費用を低減させるための諸施策も進められております。建設各社はこのような外部環境

の大きな変動に対応し得るよう、事業基盤の確立と事業戦略の再構築を迫られております。当社も業務への取り組み

方を抜本的に見直し低い利益率のもとでも収益を確保出来る体制づくりを目指す一方、当面のコア事業であるＰＣ橋

梁を中心とした国内土木でのシェア拡大になお一層注力し受注売上高を維持するとともに、民間建築工事や海外土木

工事、開発事業などに積極的に取り組み、新たな収益源として育ててまいります。

　なお、コンクリート橋梁分野における高い技術優位性を確保することを目指し、当社は平成19年10月1日を期日とし

て株式会社白石との企業合併を予定しております。

 

(3）会社の対処すべき課題

　低い利益率の下でも収益を挙げられるよう、企業体質を改善することが喫緊の課題となっております。そのため「工

事利益率改善」、「受注確保」、「経費削減」について集中的に取り組むとともに、収益力・営業力・組織力など総

合的な企業体質の強化を図り、情報システムの再構築とあわせて組織、業務、その他あらゆる面で効率化と省力化を

進めてまいります。

　また企業価値の増大に努め株価の引き上げを図るため、既存の事業ドメインにとらわれず、企業提携も視野に入れ

た新たな事業の再構築に取り組み、ステークホルダーの満足度を向上させることを目指します。
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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)

当連結会計年度
(平成19年３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       

１　現金預金  6,360  5,504   

２　受取手形・完成工事
未収入金等

※４ 19,487  17,105   

３　未成工事支出金  9,017  9,904   

４　開発事業支出金  863  2,240   

５　その他たな卸資産  1,140  1,512   

６　繰延税金資産  375  825   

７　その他  2,051  2,258   

貸倒引当金  △106  △90   

流動資産合計  39,189 63.3 39,260 63.6 70

Ⅱ　固定資産       

１　有形固定資産       

(1)建物・構築物  10,825  10,809   

(2)機械・運搬具・
工具器具備品

 13,841  13,638   

(3)土地 ※５ 9,944  9,972   

(4)建設仮勘定  0  444   

減価償却累計額 ※９ △19,040  △19,218   

有形固定資産合計  15,571  15,646  74

２　無形固定資産       

(1)連結調整勘定  276  ―   

(2)のれん  ―  214   

(3)その他  293  469   

無形固定資産合計  570  684  114

３　投資その他の資産       

(1)投資有価証券 ※２ 2,688  2,047   

(2)繰延税金資産  1,238  1,649   

(3)その他  2,639  2,448   

貸倒引当金  △27  △52   

投資その他の資産
合計

 6,539  6,093  △445

固定資産合計  22,681 36.7 22,424 36.4 △257

資産合計  61,871 100 61,684 100 △186
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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)

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

 18,284  20,083   

２　未払法人税等  172  83   

３　未成工事受入金  7,728  7,675   

４　完成工事補償引当金  87  100   

５　工事損失引当金  183  1,040   

６　その他  2,811  2,448   

流動負債合計  29,268 47.3 31,431 51.0 2,163

Ⅱ　固定負債       

１　再評価に係る
繰延税金負債

※５ 1,994  1,994   

２　退職給付引当金  4,751  4,508   

３　役員退職慰労金引当金  187  3   

４　その他  117  337   

固定負債合計  7,051 11.4 6,843 11.1 △207

負債合計  36,319 58.7 38,275 62.1 1,955

       

(少数株主持分)       

少数株主持分  ― ― ― ― ―

       

(資本の部)       

Ⅰ　資本金 ※７ 2,985 4.8 ― ― △2,985

Ⅱ　資本剰余金  2,022 3.3 ― ― △2,022

Ⅲ　利益剰余金  18,665 30.1 ― ― △18,665

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ 1,220 2.0 ― ― △1,220

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

 1,362 2.2 ― ― △1,362

Ⅵ　自己株式 ※８ △704 △1.1 ― ― 704

資本合計  25,551 41.3 ― ― △25,551

負債、少数株主持分
及び資本合計

 61,871 100 ― ― △61,871
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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)

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  ― ― 2,985 4.8 2,985

２　資本剰余金  ― ― 2,022 3.3 2,022

３　利益剰余金  ― ― 16,940 27.4 16,940

４　自己株式  ― ― △704 △1.1 △704

株主資本合計  ― ― 21,243 34.4 21,243

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差
額金

 ― ― 943 1.5 943

２　繰延ヘッジ損益  ― ― 0 0.0 0

３　土地再評価差額金 ※５ ― ― 1,220 2.0 1,220

４　為替換算調整勘定  ― ― 1 0.0 1

評価・換算差額等合計  ― ― 2,165 3.5 2,165

純資産合計  ― ― 23,408 37.9 23,408

負債純資産合計  ― ― 61,684 100 61,684
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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         

完成工事高   62,914 100  68,023 100 5,108

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価   55,730 88.6  63,587 93.5 7,857

売上総利益         

完成工事総利益   7,184 11.4  4,435 6.5 △2,748

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  6,978 11.1  6,311 9.3 △666

営業利益又は
営業損失（△）　　
　　　

  205 0.3  △1,875 △2.8 △2,081

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  28   17    

２　受取配当金  25   18    

３　連結調整勘定償却額  0   ―    

４　特許権実施料  32   17    

５　機械等賃貸収入  12   14    

６　為替差益  22   ―    

７　その他  98 221 0.4 95 162 0.2 △58

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  8   18    

２　工事前受金保証料  40   34    

３　コミットメントライン費
用

 14   17    

４　機械等賃貸費用  10   7    

５　持分法による投資損失  2   ―    

６　その他  48 124 0.2 38 115 0.1 △8

経常利益又は
経常損失（△）

  302 0.5  △1,828 △2.7 △2,130

Ⅵ　特別利益         

  １　移転補償金  ―   60    

２　貸倒引当金戻入益  8   15    

３　会員権売却益  ―   1    

４　関係会社整理益  13   ―    

５　投資有価証券売却益  10 32 0.0 ― 77 0.1 44

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ 34   43    

２　投資有価証券評価損  7   146    

３　特別退職金  32   ―    

４　投資有価証券売却損  7 82 0.1 ― 190 0.3 108

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△)

  252 0.4  △1,941 △2.9 △2,194

法人税、住民税
及び事業税

 194   68    

法人税等調整額  89 283 0.4 △575 △507 △0.8 △791

当期純利益又は
当期純損失（△）

  △30 △0.0  △1,433 △2.1 △1,403
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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４月１日
至　平成18年３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   2,013

Ⅱ　資本剰余金増加額    

自己株式処分差益  9 9

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,022

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   19,040

Ⅱ　　利益剰余金減少高    

１　株主配当金  289  

２　役員賞与金  54  

３　当期純損失  30 374

Ⅲ　利益剰余金期末残高   18,665
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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）

2,985 2,022 18,665 △704 22,968

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（前期利益処分）   △145  △145

剰余金の配当   △145  △145

役員賞与（前期利益処分）   △0  △0

当期純損失   △1,433  △1,433

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）

― ― △1,724 △0 △1,724

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,985 2,022 16,940 △704 21,243

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価差額
金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,362 ― 1,220 ― 2,582 25,551

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（前期利益処分）      △145

剰余金の配当      △145

役員賞与（前期利益処分）      △0

当期純損失      △1,433

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△419 0 ― 1 △417 △417

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△419 0 ― 1 △417 △2,142

平成19年３月31日　残高
（百万円）

943 0 1,220 1 2,165 23,408

オリエンタル建設㈱（1786）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 13 －



(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     

１　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失(△)

 252 △1,941 △2,194

２　減価償却費  658 568 △89

３　連結調整勘定償却額  30 ― △30

４　のれん償却額  ― 61 61

５　貸倒引当金の増減額(減少：△)  △69 9 79

６　退職給付引当金の増減額(減少：△)  △141 △242 △101

７　役員退職慰労金引当金の増減額(減少：△)  △103 0 104

８　完成工事補償引当金の増減額(減少：△)  △22 12 35

９　工事損失引当金の増減額(減少：△)  45 857 812

10　受取利息及び受取配当金  △54 △35 18

11　支払利息  8 18 9

12　為替差損益(差益：△)  △22 3 25

13　持分法による投資損益(益：△)  2 ― △2

14　固定資産除却損  34 43 8

15　投資有価証券売却損益(益：△)  △3 ― 3

16　投資有価証券評価損  7 146 139

17　移転補償金  ― △60 △60

18　会員権売却益  ― △1 △1

19　関係会社整理益  △13 ― 13

20　特別退職金  32 ― △32

21　役員賞与支払額  △54 △0 54

22　売上債権の増減額(増加：△)  △4,737 2,359 7,096

23　未成工事支出金の増減額(増加：△)  1,389 △864 △2,254

24　開発事業支出金の増減額(増加：△)  △863 △1,376 △513

25　その他たな卸資産の増減額(増加：△)  138 △394 △533

26　仕入債務の増減額(減少：△)  7 1,790 1,783

27　未払消費税等の増減額(減少：△)  88 △408 △496

28　未成工事受入金の増減額(減少：△)  178 △53 △231

29　その他  1,631 △118 △1,750

小計  △1,578 374 1,952

30　利息及び配当金の受取額  54 36 △18

31　利息の支払額  △8 △18 △9

32　移転補償金の受取額  ― 60 60

33　特別退職金の支払額  △32 ― 32

34　長期預り保証金の返還による支払額  △1,414 ― 1,414

35　法人税等の支払額  △172 △207 △35

36　法人税等の還付額  261 ― △261

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,890 245 3,136
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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     

１　有形固定資産の取得による支出  △248 △653 △405

２　有形固定資産の売却による収入  2 8 6

３　無形固定資産の取得による支出  △133 △220 △87

４　投資有価証券の取得による支出  △110 △12 97

５　投資有価証券の売却による収入  1,553 ― △1,553

６　持分法適用非連結子会社の清算による収入  46 ― △46

７　貸付けによる支出  △201 △5 195

８　貸付金の回収による収入  37 66 28

９　新規連結子会社の取得による支出 ※２ △217 ― 217

10　持分法適用関連会社の設立に伴う出資によ
る支出

 ― △67 △67

11　持分法非適用関連会社の設立に伴う株式の
取得による支出

 ― △5 △5

12　その他投資等の取得による支出  △452 △103 349

13　その他投資等の売却による収入  58 185 126

投資活動によるキャッシュ・フロー  335 △807 △1,142

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　配当金の支払額  △290 △291 △0

２　自己株式取得による支出  △0 △0 0

３　自己株式売却による収入  90 ― △90

財務活動によるキャッシュ・フロー  △200 △291 △90

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  17 △3 △21

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △2,738 △856 1,881

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  9,098 6,360 △2,738

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,360 5,504 △856
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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

 
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　連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　５社

・連結子会社の名称

　（株）プロテック

　（株）オートリ

　（株）オーケーケー

　泰弘産業（株）

　日本ケーモー工事（株）　　　　

②非連結子会社の状況

　該当事項はありません。

　㈱オー・アールは当連結会計年度に清算

結了したため、連結子会社から除いており、

清算結了日までの損益計算書について連結

しております。新規取得の日本ケーモー工

事㈱については、当中間連結決算日を見な

し取得日としております。

①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　５社

・連結子会社の名称

　（株）プロテック

　（株）オートリ

　（株）オーケーケー

　泰弘産業（株）

　日本ケーモー工事（株）　

②非連結子会社の状況

　該当事項はありません。

　

２　持分法の適用に関する事

項

① 持分法適用関連会社

　　該当事項はありません。 

  

 ② 持分法非適用関連会社

　　該当事項はありません。　

 従来持分法を適用しておりました光

栄工業㈱は、株式の追加取得により非

連結子会社となりましたが、当連結会

計年度に清算結了し持分法の範囲から

除いております。

 ① 持分法適用関連会社　１社

　　瀋陽市政地鉄管片有限公司　

瀋陽市政地鉄管片有限公司は当連結

会計年度に新たに出資した持分法適用

関連会社であります。

② 持分法非適用関連会社　１社

　（株）オリテック21

（株）オリテック21は、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）等から見て、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除いて

おります。

③ 持分法適用関連会社は、決算日が連結

決算日と異なるため、当該事業年度に

係る財務諸表を使用しております。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

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 

①有価証券

　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)

 

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
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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)

②たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

②たな卸資産

未成工事支出金

同左

開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

同左 

その他たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

その他たな卸資産

仕掛品

同左

材料貯蔵品

同左
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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)

(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(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)を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物・構築物　７年～60年

　機械・運搬具・工具器具備品　３年　

～12年

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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、完成工事高に対する将来の見積

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工事損失引当金

　当連結会計年度末手持工事のうち損失

が見込まれ、かつ、損失額を合理的に見

積ることができる工事について、当該損

失見積額を計上しております。

③工事損失引当金

同左

④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。

　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

(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しております。

④退職給付引当金

同左
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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)

⑤役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

⑤役員退職慰労金引当金

　連結子会社２社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

（追加情報）

　提出会社は従来、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しておりましたが、平成18

年３月27日開催の取締役会及び監査役会

において、取締役及び監査役の退職慰労

金制度の廃止を決議し、平成18年６月29

日開催の定時株主総会において、在任中

の取締役、監査役に対し、在任期間に対

応する退職慰労金を支給することを決議

しました。これに伴い、取締役及び監査

役の退職慰労金未払相当額185百万円を

流動負債の「その他」に109百万円及び

固定負債の「その他」に75百万円計上し

ております。

(4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外持分法適用会社の財務諸表項目

は、在外持分法適用会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算から

生じた為替換算調整勘定の持分相当額を

純資産の部に計上しております。 

(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おります。

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おります。な

お、振当処理の要件を満たす為替予約に

ついては、振当処理を採用しておりま

す。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 為替予約

（ヘッジ対象） 外貨建予定取引

③ヘッジ方針

  ヘッジ手段である為替予約は為替変動

相場リスクを回避する目的で行っており、

投機的な取引は行わない方針にしており

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段

の時価変動額を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判断しております。
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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)

(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

①完成工事高の計上基準

　工事完成基準によることを原則として

おりますが、工期が１年超に亘り、かつ

請負契約高が６億円超の長期大型工事に

ついては工事進行基準によっております。

①完成工事高の計上基準

同左

　なお、当連結会計年度の工事進行基準

によった完成工事高は14,946百万円であ

ります。

　なお、当連結会計年度の工事進行基準

によった完成工事高は20,631百万円であ

ります。

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。

②消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　５年間の均等償却を行っております。 ――――――

 ７　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 ―――――― ５年間の均等償却を行っております。 

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結会計年度中に確定した利益処分に基

づいて作成しております。

同左

９　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が到来する短期

投資からなります。

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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,408百

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。

  表示方法の変更

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)

―――――― （連結貸借対照表関係)

  前連結会計年度において表示しておりました「連結調

整勘定」は、「のれん」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  前連結会計年度において表示しておりました「連結調

整勘定償却額」は、「のれん償却額」として表示してお

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　受取手形裏書譲渡高 59百万円 　　       　　　――――――  

　　　　　　　　　　―――――― ※２ このうち、関係会社に対するものは次のとおりであ　

ります。

投資有価証券 265百万円

固定資産その他

（関係会社出資金）

68

３　保証債務 　３　保証債務

(1) 従業員の住宅ローンに対す

る保証額

7百万円

(2) 下記の会社のマンション売

買契約手付金の返済につい

て保証を行っております。

 

㈱マリモ 470百万円

㈱ジャパンホームズ 7

(1)　　　　　　――――――

 

 

(2) 下記の会社のマンション売

買契約手付金の返済につい

て保証を行っております。

 

㈱マリモ 215百万円

明和地所㈱ 116

㈱ジャパンホームズ 75

㈱夢ハウジング 12

㈱パルスクリエイト 5

(3)下記の会社の金融機関からの

借入金について保証を行って

おります。

 

㈱三田ハウジング 61百万円

 ―――――― ※４　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　　　　　　　　　　　　　　209百万円

　支払手形　　　　　　　　　　　　　  　0

※５　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を資本の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公

布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価

の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定

する方法によっております。

※５　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公

布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価

の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定

する方法によっております。

・再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

1,153百万円

・再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

1,319百万円
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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)

６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式

会社三井住友銀行等７行と貸出コミットメントライン

契約を締結しており、総額30億円、契約期間は平成17

年12月から平成20年12月であります。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式

会社三井住友銀行等６行と貸出コミットメントライン

契約を締結しており、総額30億円、契約期間は平成18

年12月から平成21年12月であります。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,000

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額  3,000 

※７　当社の発行済株式総数は、普通株式27,940千株であ

ります。

　　　       　　　――――――

※８　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,554,824株であります。

　　　       　　　――――――

※９　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

※９　　　　　　　　　　 同左
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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　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

従業員給与賞与手当 3,149百万円

退職給付引当金繰入額 270

役員退職慰労金

引当金繰入額
28

貸倒引当金繰入額 82

従業員給与賞与手当 2,921百万円

退職給付引当金繰入額 165

役員退職慰労金

引当金繰入額
0

貸倒引当金繰入額 32

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる

研究開発費
383百万円

一般管理費に含まれる

研究開発費
327百万円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物 21百万円

機械・運搬具・

工具器具備品
11

建物等撤去費用 1

その他 0

計 34

建物・構築物 32百万円

機械・運搬具・

工具器具備品
 7

建物等撤去費用 2

その他 1

計 43
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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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 27,940 － － 27,940

合計 27,940 － － 27,940

自己株式     

普通株式　（注） 1,554 0 － 1,555

合計 1,554 0 － 1,555

（注）単元未満株式の買取による増加309株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

 

３．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６月29日

定時株主総会
普通株式 145 5.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 145 5.5 平成18年９月30日 平成18年12月11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期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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28日

定時株主総会
普通株式 145  利益剰余金 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（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6,360百万円は、連

結貸借対照表の流動資産「現金預金」期末残高と一致

しております。

※１　現金及び現金同等物の期末残高5,504百万円は、連

結貸借対照表の流動資産「現金預金」期末残高と一致

しております。

※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日本ケーモー工事㈱を連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に当該株式の取得価額と取得のための支出（純額）と

の関係は以下のとおりであります。

 ――――――

（平成17年９月30日現在）

流動資産 295百万円 

固定資産 77  

連結調整勘定 307  

流動負債 △419  

固定負債 －  

少数株主持分 －  

新規連結子会社の

取得価額
260

 

新規連結子会社の

現金及び現金同等物
△42

 

差引：新規連結子会社

取得のための支出
217
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（リース取引関係）

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）

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

(借主側) (借主側)

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

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・
工具器具備品

90 66 23

合計 90 66 23

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・
工具器具備品

38 27 11

合計 38 27 11

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 18百万円

１年超 7

合計 26

１年内 5百万円

１年超 6

合計 12

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 25

支払利息相当額 1

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 16

支払利息相当額 0

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

５　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

オリエンタル建設㈱（1786）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 27 －



（有価証券関係）

Ⅰ　前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日)

種類
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
   

株式 507 2,318 1,811

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 507 2,318 1,811

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 3 3 △0

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 3 3 △0

合計 511 2,321 1,810

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損７百万円を計上しております。なお、時価が取

得原価より30%以上下落した銘柄のうち、回復の見込みがあると認められるものを除き減損処理を行うこととし

ております。

２　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

区分
売却原価

(百万円)

売却額

(百万円)

売却損益
(売却損：△)
(百万円)

売却の理由

社債 1,500 1,494 △5
長期預り保証金の返還による支払に充てるた

め。

３　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４月１日　至　平成18年３月31日)

区分
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)

株式 0 0 ―

債券 ― ― ―

その他 58 7 ―

合計 59 8 ―

４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日)

その他有価証券

非上場株式 266百万円

その他 100
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５　保有目的を変更した有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　従来、満期保有目的で保有していた債券をその他有価証券に変更しております。これは、満期保有目的の

債券のすべてを償還期限前に売却する方針に変更したことによるものであり、当連結会計年度中にすべて売

却しております。この変更による連結財務諸表に与える影響はありません。なお、売却については「２　当

連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券」に記載したとおりであります。

Ⅱ　当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日)

種類
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
   

株式 469 1,768 1,299

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 469 1,768 1,299

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 3 2 △1

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 3 2 △1

合計 472 1,771 1,298

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損146百万円を計上しております。なお、時価が取

得原価より30%以上下落した銘柄のうち、回復の見込みがあると認められるものを除き減損処理を行うこととし

ております。

時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日)

その他有価証券

非上場株式 171百万円

その他 100

 

（デリバティブ取引関係）

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)

　当社グループは、期中に行ったデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

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)

　当社グループは、デリバティブ取引にヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

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　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及

び適格退職年金制度を採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) ２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)

イ　退職給付債務 △9,269百万円

ロ　年金資産 4,415 

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,854 

ニ　未認識数理計算上の差異 271 

ホ　未認識過去勤務債務 △168 

ヘ　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △4,751 

イ　退職給付債務 △9,297百万円

ロ　年金資産 4,798 

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △4,498 

ニ　未認識数理計算上の差異 123 

ホ　未認識過去勤務債務 △133 

ヘ　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △4,508 

３　退職給付費用に関する事項 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) (自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

イ　勤務費用 481百万円

ロ　利息費用 138 

ハ　期待運用収益 △117 

ニ　数理計算上の差異の費用

処理額
243 

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △43 

ヘ　臨時に支払った割増退職金 32 

ト　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)
734 

イ　勤務費用 443百万円

ロ　利息費用 138 

ハ　期待運用収益 △154 

ニ　数理計算上の差異の費用

処理額
55 

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △34 

ヘ　退職給付費用

(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
448 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 1.5％

ハ　期待運用収益率 3.5％

イ　退職給付見込額の期間配分方法 　　　同左

ロ　割引率 1.5％

ハ　期待運用収益率 3.5％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定率法によります。)

ニ　過去勤務債務の額の処理年数

同左

ホ　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しておりま

す。)

ホ　数理計算上の差異の処理年数

同左

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

当連結会計年度末
(平成19年３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

①流動資産

（繰延税金資産）

①流動資産

（繰延税金資産）

未払従業員賞与 113百万円

工事損失引当金 74

繰越欠損金 164

その他 196

評価性引当額 △172

繰延税金資産合計 375

未払従業員賞与 107百万円

進行基準適用工事欠損額 172

工事損失引当金 421

その他 131

評価性引当額 △6

繰延税金資産合計 827

 （繰延税金負債）

繰延ヘッジ損益 0

その他 0

繰延税金負債合計 1

 繰延税金資産の純額 825

②固定資産

（繰延税金資産）

②固定資産

（繰延税金資産）

貸倒引当金 5百万円

退職給付引当金 1,924

役員退職慰労金引当金 76

会員権 130

減損損失 323

その他 51

評価性引当額 △148

繰延税金資産合計 2,364

貸倒引当金 11百万円

退職給付引当金 1,810

会員権 113

減損損失 342

繰越欠損金 459

その他 153

評価性引当額 △419

繰延税金資産合計 2,471

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

買換資産圧縮積立金 185百万円

特別償却準備金 12

その他有価証券評価差額金 927

繰延税金負債合計 1,125

繰延税金資産の純額 1,238

買換資産圧縮積立金 173百万円

特別償却準備金 6

その他有価証券評価差額金 642

繰延税金負債合計 822

繰延税金資産の純額 1,649

③固定負債

（再評価に係る繰延税金負債）

③固定負債

（再評価に係る繰延税金負債）

土地再評価差額金(損) 692百万円

評価性引当額 △692

土地再評価差額金(益) 1,994

再評価に係る繰延税金負債

の純額
1,994

土地再評価差額金(損) 692百万円

評価性引当額 △692

土地再評価差額金(益) 1,994

再評価に係る繰延税金負債

の純額
1,994
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前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

当連結会計年度末
(平成19年３月31日)

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 40.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に

算入されない項目
42.1％

受取配当等永久に益金に

算入されない項目
△2.0

住民税均等割 26.3

試験研究費等の税額控除 △12.8

過年度法人税等 △20.7

評価性引当額 42.4

その他 △3.6

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
112.2

法定実効税率 40.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に

算入されない項目
△3.9％

受取配当等永久に益金に

算入されない項目
0.2

住民税均等割 △3.4

評価性引当額 △6.4

その他 △0.9

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
26.1
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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

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)

建設事業
(百万円)

不動産
賃貸等事業
(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 62,404 510 62,914 ― 62,914

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 88 88 (88) ―

計 62,404 598 63,003 (88) 62,914

営業費用 61,902 326 62,229 480 62,709

営業利益 502 271 774 (568) 205

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 51,399 3,225 54,624 7,246 61,871

減価償却費 564 96 660 (2) 658

資本的支出 323 ― 323 (1) 321

　（注）１　事業区分の方法

　事業は、建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

建設事業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一般土

木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製造販売、

地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負等

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

３　建設事業の資産の金額には、開発事業支出金の金額を含めて表示しております。

４　消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容

前連結会計
年度

(百万円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の内訳
568

提出会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関

する費用

消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額
7,255

提出会社の現預金及び提出会社本社の管理部門に

係る資産
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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)

 
建設事業
(百万円)

不動産
賃貸等事業
(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 67,702 320 68,023 ― 68,023

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 86 86 (86) ―

計 67,702 407 68,109 (86) 68,023

営業費用 68,943 243 69,187 712 69,899

営業利益又は営業損失（△） △1,240 163 △1,077 (798) △1,875

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 51,724 2,448 54,173 7,511 61,684

減価償却費 513 58 571 (2) 568

資本的支出 860 4 865 6 871

　（注）１　事業区分の方法

　事業は、建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

建設事業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一般土

木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製造販売、

地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負等

開発事業
住宅・店舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に

係る開発事業

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

３　建設事業の資産の金額には、開発事業支出金の金額を含めて表示しております。

４　消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容

当連結会計
年度

(百万円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の内訳
798

提出会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関

する費用

消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額
7,518

提出会社の現預金及び提出会社本社の管理部門に

係る資産

オリエンタル建設㈱（1786）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 34 －



ｂ．所在地別セグメント情報

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)及び当連結会計年度(自　平成18年４月１日　

至　平成19年３月31日)

　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、記載しておりません。

ｃ．海外売上高

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)及び当連結会計年度(自　平成18年４月１日　

至　平成19年３月31日)

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

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)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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 福田英輝 － －

当社監査役

神鋼鋼線工

業㈱

代表取締役

な　　　し － － 原材料の購入 324 工事未払金 33

　（注）１　福田英輝氏が第三者（神鋼鋼線工業㈱）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっ

ております。

２　上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

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)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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 福田英輝 － －

当社監査役

神鋼鋼線工

業㈱

代表取締役

な　　　し － － 原材料の購入 322 工事未払金 23 

　（注）１　福田英輝氏が第三者（神鋼鋼線工業㈱）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっ

ております。

２　上記金額のうち取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。
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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 968.39円

１株当たり当期純損失 1.18円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、

１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 887.21円

１株当たり当期純損失 54.35円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、

１株当たり当期純損失であ

り、また、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又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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)

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又は当期純損失   

当期純利益又は

当期純損失（△）　　　　　(百万円)
△30 △1,433

普通株主に帰属しない金額　(百万円) ― ―

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) (―) (―)

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）　　　(百万円)
△30 △1,433

普通株式の期中平均株式数　(千株) 26,310 26,385
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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(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   5,995   5,185   

２　受取手形 ※５  5,309   2,590   

３　完成工事未収入金   13,520   13,712   

４　未成工事支出金   8,873   9,796   

５　仕掛品   904   1,205   

６　開発事業支出金   863   2,240   

７　材料貯蔵品   218   274   

８　短期貸付金   208   170   

９　前払費用   72   81   

10　未収入金   －   820   

11　差入保証金   20   36   

12　立替金   1,654   886   

13　繰延税金資産   370   824   

14　その他   238   416   

貸倒引当金   △103   △87   

流動資産合計   38,148 62.8  38,154 62.7 5

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物  8,943   8,916    

減価償却累計額 ※９ △5,132 3,811  △5,290 3,625   

(2) 構築物  1,867   1,878    

減価償却累計額 ※９ △1,498 369  △1,533 344   

(3) 機械装置  9,278   9,168    

減価償却累計額 ※９ △8,238 1,039  △8,280 888   

(4) 車両運搬具  473   468    

減価償却累計額 ※９ △419 54  △427 41   

(5) 工具器具・備品  3,554   3,479    

減価償却累計額 ※９ △3,256 298  △3,193 286   
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(6) 土地 ※７  9,926   9,954   

(7) 建設仮勘定   0   445   

有形固定資産合計   15,500 25.5  15,585 25.6  

２　無形固定資産         

(1) 借地権   7   7   

(2) ソフトウェア   233   410   

(3) 電話加入権   43   43   

(4) その他   6   5   

無形固定資産合計   290 0.5  466 0.8 175

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   2,399   1,777   

(2) 関係会社株式・
    関係会社出資金

  580   888   

(3) 従業員に対する
長期貸付金

  12   9   

(4) 破産債権、更生債権
等

  33   56   

(5) 長期前払費用   9   7   

(6) 繰延税金資産   1,238   1,649   

(7) 長期差入保証金   531   446   

(8) 長期性預金   1,100   1,100   

(9) その他   946   758   

貸倒引当金   △27   △52   

投資その他の資産
合計

  6,824 11.2  6,641 10.9 △182

固定資産合計   22,615 37.2  22,693 37.3 77

資産合計   60,764 100  60,847 100 83
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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(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 ※1,5  5,234   6,624   

２　工事未払金 ※１  12,276   12,785   

３　未払金   300   274   

４　未払費用   385   420   

５　未払法人税等   164   69   

６　未払消費税等   454   61   

７　未成工事受入金   7,491   7,569   

８　預り金   1,548   1,503   

９　完成工事補償引当金   85   98   

10　工事損失引当金   183   1,039   

11　固定資産購入支払手形   9   4   

12　その他   20   94   

流動負債合計   28,154 46.3  30,545 50.2 2,391

Ⅱ　固定負債         

１　長期預り保証金   117   261   

２　再評価に係る繰延税金
負債

※７  1,994   1,994   

３　退職給付引当金   4,751   4,508   

４　長期未払金   ―   75   

５　役員退職慰労金引当金   185   ―   

固定負債合計   7,048 11.6  6,840 11.2 △208

負債合計   35,202 57.9  37,386 61.4 2,183
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※２  2,985 4.9  － － △2,985

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   2,013   －   

２　その他資本剰余金         

自己株式処分差益  9 9  － －   

資本剰余金合計   2,022 3.3  － － △2,022

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   547   －   

２　任意積立金         

(1) 特別償却準備金  24   －    

(2) 買換資産圧縮積立金  291   －    

(3) 別途積立金  17,244 17,559  － －   

３　当期未処分利益   568   －   

利益剰余金合計   18,675 30.7  － － △18,675

Ⅳ　土地再評価差額金 ※７  1,220 2.0  － － △1,220

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  1,362 2.3  － － △1,362

Ⅵ　自己株式 ※３  △704 △1.1  － － 704

資本合計   25,561 42.1  － － △25,561

負債資本合計   60,764 100  － － △60,764
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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(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   － －  2,985 4.9 2,985

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,013    

(2）その他資本剰余金  －       

自己株式処分差益  －   9    

資本剰余金合計   － －  2,022 3.3 2,022

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   547    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   4    

買換資産圧縮積立金  －   255    

別途積立金  －   17,244    

繰越利益剰余金  －   △1,056    

利益剰余金合計   － －  16,994 27.9 16,994

４　自己株式   － －  △704 △1.1 △704

株主資本合計   － －  21,297 35.0 21,297

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  943 1.6 943

２　繰延ヘッジ損益   － －  0 0.0 0

３　土地再評価差額金 ※７  － －  1,220 2.0 1,220

評価・換算差額等合計   － －  2,164 3.6 2,164

純資産合計   － －  23,461 38.6 23,461

負債純資産合計   － －  60,847 100.0 60,847
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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  57,128   61,903    

２　製品等売上高  3,015 60,144 100 3,477 65,381 100 5,237

Ⅱ　売上原価         

１　完成工事原価  50,569   58,274    

２　製品等売上原価  2,769 53,338 88.7 3,103 61,377 93.9 8,038

売上総利益         

完成工事総利益  6,559   3,629    

製品等総利益  246 6,805 11.3 374 4,004 6.1 △2,800

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１　役員報酬  121   152    

２　従業員給料賞与手当  2,939   2,707    

３　退職金  5   ―    

４　退職給付引当金繰入額  269   164    

５　役員退職慰労金
引当金繰入額

 28   ―    

６　法定福利費  393   353    

７　福利厚生費  41   48    

８　修繕維持費  91   85    

９　事務用品費  160   150    

10　通信交通費  606   498    

11　動力用水光熱費  53   56    

12　調査研究費  383   327    

13　広告宣伝費  43   33    

14　貸倒引当金繰入額  83   33    

15　交際費  211   142    

16　寄付金  13   8    

17　地代家賃  333   264    

18　減価償却費  102   136    

19　租税公課  95   99    

20　賦課金  71   58    

21　雑費  470 6,519 10.8 550 5,871 8.9 △647

営業利益又は営業
損失（△）

  286 0.5  △1,866 △2.8 △2,152
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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)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  21   20    

２　有価証券利息  8   ―    

３　受取配当金  56   29    

４　特許権実施料  33   18    

５　機械等賃貸収入  20   15    

６　その他  110 251 0.4 88 172 0.2 △78

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  7   18    

２　工事前受金保証料  38   34    

３　コミットメントライン
費用

 14   17    

４　機械等賃貸費用  10   7    

５　その他  37 107 0.2 39 116 0.1 9

経常利益又は経常損
失（△）

  430 0.7  △1,810 △2.7 △2,240

Ⅵ　特別利益         

１　移転補償金  ―   60    

２　貸倒引当金戻入益  6   15    

３　会員権売却益  ―   1    

４　関係会社整理益  54   ―    

５　投資有価証券売却益  10 72 0.1 ― 78 0.1 6

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 33   43    

２　投資有価証券評価損  7   146    

３　特別退職金  32   ―    

４　関係会社株式評価損  7   ―    

５　投資有価証券売却損  7 89 0.1 ― 190 0.3 102

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  413 0.7  △1,923 △2.9  

法人税、住民税
及び事業税

 174   48    

法人税等調整額  86 260 0.4 △580 △531 △0.8 △792

当期純利益又は当期純
損失（△）

  152 0.3  △1,391 △2.1  

         

オリエンタル建設㈱（1786）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 43 －



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   561   ―   

中間配当額   145   ―   

土地再評価差額金取崩
額

  ―   ―   

当期未処分利益   568   ―   
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

材料費  13,985 27.6 14,892 25.6 906

労務費  185 0.4 183 0.3 △1

外注費  22,698 44.9 27,614 47.4 4,915

経費  10,161 20.1 11,795 20.2 1,633

(うち人件費)  (2,843) (5.6) (3,045) (5.2) (202)

工事用部材費  3,538 7.0 3,787 6.5 249

計  50,569 100 58,274 100 7,704

　（注）１　原価計算の方法は実際原価に基づく個別原価計算によっております。

２　工事用部材費は請負工事契約に基づき工場で生産した工事用部材の製造原価のうちの完成工事分であります。

 

製品等売上原価明細書

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)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

材料費  2,369 42.3 2,753 41.3 384

労務費  466 8.3 438 6.6 △28

経費  2,768 49.4 3,474 52.1 706

(うち外注費)  (1,538) (27.5) (2,144) (32.2) (606)

(うち減価償却費)  (167) (3.0) (147) (2.2) (△20)

当期総製造費用  5,604 100 6,667 100 1,062

仕掛品期首たな卸高  936  904  △31

合計  6,541  7,572  1,030

仕掛品期末たな卸高  904  1,205  300

工事原価振替高  3,270  3,597  326

他勘定振替高  ―  ―  ―

差引計  2,365  2,768  403

製品納入運賃  192  178  △13

製品売上原価  2,557  2,947  389

不動産賃貸費用  211  155  △55

製品等売上原価  2,769  3,103  333

　（注）１　原価計算の方法は実際原価に基づく個別原価計算によっております。

２　工事原価振替高は、工場で生産した工事用部材の未成工事支出金への振替高であります。
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
(平成18年３月期)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   568

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１　特別償却準備金取崩額  9  

２　買換資産圧縮積立金
取崩額

 19 29

合計   597

Ⅲ　利益処分額    

１　株主配当金  
145

(１株につき５円50銭)
 

２　役員賞与金  ―  

(取締役賞与金)  (―)  

(監査役賞与金)  (―)  

３　任意積立金    

別途積立金  ― 145

Ⅳ　次期繰越利益   452
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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

利益
剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

　資本
 準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

自己株
式処分
差益

特別償却
準備金

買換資産
圧縮積立
金

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)

2,985 2,013 9 2,022 547 24 291 17,244 568 18,675 △704 22,978

事業年度中の変動
額

剰余金の配当
（前期利益処
分）

△145 △145 △145

剰余金の配当 △145 △145 △145

当期純損失 △1,391 △1,391 △1,391

自己株式の取得 △0 △0

特別償却準備金
の取崩（前期利
益処分）

△9 9 ― ―

特別償却準備金
の取崩

△9 9 ― ―

買換資産圧縮
積立金の取崩
（前期利益処
分）

△19 19 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△17 17 ― ―

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)

― ― ― ― ― △19 △36 ― △1,625 △1,681 △0 △1,681

平成19年３月31日
残高 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 4 255 17,244 △1,056 16,994 △704 21,297

 
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 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)

1,362 ― 1,220 2,582 25,561

事業年度中の変動
額

剰余金の配当
（前期利益処
分）

△145

剰余金の配当 △145

当期純損失 △1,391

自己株式の取得 △0

特別償却準備金
の取崩（前期利
益処分）

―

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮
積立金の取崩
（前期利益処
分）

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額）

△419 0 ― △418 △418

事業年度中の変動
額合計(百万円)

△419 0 ― △418 △2,100

平成19年３月31日
残高 (百万円)

943 0 1,220 2,164 23,461
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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

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　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

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

同左

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

材料貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法(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)を採用しております。

有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物・構築物　７年～60年

　機械・運搬具　４年～12年

 

無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しております。

無形固定資産

同左

長期前払費用

　定額法を採用しております。

長期前払費用

同左

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

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)

５　引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、完成工事高に対する将来の見積

補償額を計上しております。

完成工事補償引当金

同左

工事損失引当金

　当事業年度末手持工事のうち損失が見

込まれ、かつ、損失額を合理的に見積る

ことができる工事について、当該損失見

積額を計上しております。

工事損失引当金

同左

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。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

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、各事業年度の発

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事業

年度から費用処理しております。

退職給付引当金

同左

役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

役員退職慰労金引当金

 　　　　　　――――――

 

（追加情報）

　従来、役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しておりましたが、平成18年３月27日

開催の取締役会及び監査役会において、

取締役及び監査役の退職慰労金制度の廃

止を決議し、平成18年６月29日開催の定

時株主総会において、在任中の取締役、

監査役に対し、在任期間に対応する退職

慰労金を支給することを決議しました。

これに伴い、取締役及び監査役の退職慰

労金未払相当額185百万円を流動負債の

「未払金」に109百万円及び固定負債の

「長期未払金」に75百万円計上しており

ます。
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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)

６　完成工事高の計上基準 　工事完成基準によることを原則としてお

りますが、長期大型(工期が12ヵ月超に亘

り、かつ請負契約高が６億円超)工事につ

いては工事進行基準によっております。

同左

　なお、当事業年度の工事進行基準によっ

た完成工事高は14,946百万円であります。

　なお、当事業年度の工事進行基準によっ

た完成工事高は20,631百万円であります。

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　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おります。なお、

振当処理の要件を満たす為替予約につい

ては、振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）為替予約

（ヘッジ対象）外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

 ヘッジ手段である為替予約は為替変動相

場リスクを回避する目的で行っており、

投機的な取引は行わない方針にしており

ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の

時価変動額を比較し、両者の変動額等を

基礎にして判断しております。

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。

消費税等の会計処理

同左

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)

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を適用しております。当事業年度末の「資本

の部」の合計に相当する金額は23,460百万円でありま

す。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。
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  表示方法の変更

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)

―――――― （貸借対照表） 

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、当事業年度において資産

の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度における「未収入金」の金額は215百

万円であります。
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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　このうち関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

※１　このうち関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

支払手形 92百万円

工事未払金 126

支払手形 37百万円

工事未払金 176

  

※２　会社が発行する株式の総数 　　　　　　　　　　――――――

普通株式 80,000,000株   

　ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることになっ

ております。

　

発行済株式の総数　　普通株式 27,940,000株   

  

※３　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,554,824

株であります。

　　　　　　　　　　――――――

 

  

　４　保証債務

(1)従業員の住宅ローンに

対する保証額
7百万円

(2)下記の会社のマンション売

買契約手付金の返済につい

て保証を行っております。

 

㈱マリモ 470百万円

㈱ジャパンホームズ 7

  

  

  

  

　４　保証債務

(1)　　　　 　――――――

 
 

(2)下記の会社のマンション売

買契約手付金の返済につい

て保証を行っております。

 

㈱マリモ 215百万円

明和地所㈱ 116

㈱ジャパンホームズ 75

㈱夢ハウジング 12

㈱パルスクリエイト 5

(3)下記の会社の金融機関から

の借入金について保証を

行っております。

 

㈱三田ハウジング 61百万円

  

　　　　　　　　　　―――――― ※５　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

  

  

受取手形 209百万円

支払手形 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)

※６　有価証券の時価評価により、純資産額が1,362百万

円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により、配当に充当することが

制限されております。

　また、土地再評価差額金1,220百万円は、土地の再

評価に関する法律第７条の２第１項の規定により配当

に充当することが制限されております。

――――――

 

※７　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を資本の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公布

政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価の

価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に合理的な調整を行って算定す

る方法によっております。

・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額　　 1,153百万円

※７　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公布

政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価の

価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に合理的な調整を行って算定す

る方法によっております。

・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額　　 1,319百万円

　８　運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社三井

住友銀行等７行と貸出コミットメントライン契約を締

結しており、総額30億円、契約期間は平成17年12月か

ら平成20年12月であります。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

　８　運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社三井

住友銀行等６行と貸出コミットメントライン契約を締

結しており、総額30億円、契約期間は平成18年12月か

ら平成21年12月であります。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,000

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 3,000

  

※９　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

※９　　　　　　　　　 同左
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（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　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる

研究開発費
383百万円

一般管理費に含まれる

研究開発費
327百万円

  

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 20百万円

構築物 0

機械装置 6

車両運搬具 0

工具器具・備品 4

建物等撤去費用 0

その他 1

計 33

建物       31百万円

構築物       0

機械装置 0

車両運搬具 0

工具器具・備品 7

建物等撤去費用 2

その他 1

計 43

 

（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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式　（注）1 1,554 0 － 1,555

合計 1,554 0 － 1,555

 （注）単元未満株式の買取による増加309株であります。
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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

(借主側) (借主側)

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

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 25 18 7

工具器具・備品 61 47 14

合計 87 65 21

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 21 15 6

工具器具・備品 14 11 2

合計 35 26 9

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 17百万円

１年超 5

合計 23

１年内 5百万円

１年超 5

合計 10

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 21

支払利息相当額 1

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 8

支払利息相当額 0

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

５　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前事業年度(平成18年３月31日現在)及び当事業年度(平成19年３月31日現在)における子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。
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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

①流動資産

(繰延税金資産)

①流動資産

(繰延税金資産)

未払従業員賞与 105百万円

工事損失引当金 74

その他 191

繰延税金資産合計 370

未払従業員賞与 101百万円

進行基準適用工事欠損額 172

工事損失引当金 420

その他 129

繰延税金資産合計 824

  　(繰延税金負債)

繰延ヘッジ損益 0

繰延税金負債合計 0

繰延税金資産の純額 824

②固定資産

(繰延税金資産)

②固定資産

(繰延税金資産)

貸倒引当金 5百万円

退職給付引当金 1,924

役員退職慰労金引当金 74

会員権 130

減損損失 323

その他 48

評価性引当額 △146

繰延税金資産合計 2,360

貸倒引当金 11百万円

退職給付引当金 1,810百万円

会員権 112

減損損失 298

繰越欠損金 336

その他 149

評価性引当額 △251

繰延税金資産合計 2,468

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

買換資産圧縮積立金 185百万円

特別償却準備金 9

その他有価証券評価差額金 927

繰延税金負債合計 1,122

繰延税金資産の純額 1,238

買換資産圧縮積立金 173百万円

特別償却準備金 2

その他有価証券評価差額金 642

繰延税金負債合計 818

繰延税金資産の純額 1,649

③固定負債

(再評価に係る繰延税金負債)

③固定負債

(再評価に係る繰延税金負債)

土地再評価差額金(損) 692百万円

評価性引当額 △692

土地再評価差額金(益) 1,994

再評価に係る繰延税金負債

の純額
1,994

土地再評価差額金(損) 692百万円

評価性引当額 △692

土地再評価差額金(益) 1,994

再評価に係る繰延税金負債

の純額
1,994
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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)

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 40.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に

算入されない項目
25.6％

受取配当等永久に益金に

算入されない項目
△9.6

住民税均等割 14.9

試験研究費・情報通信機器

税額控除
△7.8

過年度法人税等 △12.6

評価性引当額 13.9

その他 △1.9

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
63.0

法定実効税率 40.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に

算入されない項目
△3.9％

受取配当等永久に益金に

算入されない項目
0.4

住民税均等割 △3.3

過年度法人税等 0.8

評価性引当額 △5.5

その他 △1.3

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
27.7
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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 968.78円 889.19円

１株当たり当期純利益又は当期純損失

(△)
5.80円 △52.72円

潜在株式調整後

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

益については、潜在株式がないため、

記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失

であり、また、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又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成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株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失（△）　　(百万円) 152 △1,391

普通株主に帰属しない金額　　　　　(百万円) － －

(うち利益処分による役員賞与金　　(百万円)) (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）　　　　　　　(百万円)
152 △1,391

普通株式の期中平均株式数　　　　　(千株) 26,311 26,385
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－ 58 －


