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１．平成19年７月期の業績（平成18年８月１日～平成19年７月31日）

(1）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７月期 3,708 △4.2 107 76.0 96 215.4 △1 －

18年７月期 3,872 27.1 60 － 30 － △339 －

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７月期 △0 03 － － △0.1 2.5 2.9

18年７月期 △6 80 － － △18.8 0.8 1.5

（参考）持分法投資損益 19年７月期 －百万円 18年７月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年７月期 3,800 2,456 64.6 31 70

18年７月期 3,821 2,466 64.5 31 83

（参考）自己資本 19年７月期 2,456百万円 18年７月期 2,466百万円

(3）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７月期 187 △7 △117 1,474

18年７月期 64 △116 934 1,411

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
純資産
配当率（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７月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

19年７月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

20年７月期（予想） 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

３．平成20年７月期の業績予想（平成19年８月１日～平成20年７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 925 △19.3 △142 － △152 － △153 － △1 97

通期 4,200 13.2 124 15.8 105 8.9 103 － 1 32

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

 

(2）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７月期 77,527,498株 18年７月期 77,527,498株

②　期末自己株式数 19年７月期 38,896株 18年７月期 38,791株

（注）１株当たり当期純利益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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。

なお、業績予想に関し、前提となる記述は資料の8ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度における我が国経済は、業況は好調を維持しており、設備投資意欲は引き続き旺盛で、経済全般の動向

としては堅調に推移しておりますが、米国の住宅市場関連より生じたサブプライムローンの不良債権化の進行などに

より、不安要素も見逃せません。

　建設業界におきましては、長年の公共投資事業等の削減、また、民間工事についても従来の勢いは衰えてきている

状況で、業界全体として疲弊度が増しております。

　このような環境のなかで、当社は専門工事業者として工事原価の低減に挑み、利益水準の強化を図ってまいりまし

た。また漸減して行く公共事業を補充すべく、不動産開発事業にも力を入れ、新中期計画の初年度として概ね目標に

近い成果を挙げることができました。

　当事業年度の業績につきましては、受注高は発注量の減少と価格競争の熾烈化に伴い、前期比20.0％減の28億85百

万円となり、その内訳は土木工事58.2％、建築工事10.0％、不動産事業等31.8％であります。

　売上高は前期比4.2％減の37億08百万円で、その内訳は土木工事66.2％、建築工事8.1％、不動産事業等24.8％、そ

の他0.9％であります。

　経常損益面では、経費の削減、営業外収益の改善により、96百万円の経常利益となりました。当期純利益につきま

しては、売上債権、貸付債権及びたな卸資産の評価を一層厳格化した結果、貸倒引当金繰入額80百万円、たな卸資産

評価損27百万円等を特別損失に計上したことにより1百万円の当期純損失となりました。

(建設事業)

　建設事業におきましては、主力である上・下水道工事の元請受注展開を図るなかで、官庁工事の予算圧縮における

発注量の減少、過当競争による落札価格の低価格化により、より厳しい状況下におかれており、受注高19億67百万円

(前期比42.4％減)、売上高27億54百万円(前期比21.6％減)、完成工事総利益2億26百万円となりました。

(不動産事業等)

　不動産事業等におきましては、茨城工場におけるＯＬＹ機材のレンタル強化を図り、新規の稼動現場の拡充を図っ

たこと、また開発販売用不動産の売却により、受注高9億17百万円(前期比382.2％増）、売上高9億19百万円(前期比

400.2％増)、不動産事業等総利益2億18百万円となりました。

(その他)

　その他事業におきましては、投資事業において売上高34百万円(前期比80.2％減)、その他総利益34百万円となりま

した。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末資産につきましては38億円となり、前期比21百万円の減少となりました。流動資産は前期比48百万円

の増加となりましたが、主な要因は、流動資産において現金が62百万円増加したことによるものです。固定資産にお

きましては、減価償却費26百万円、貸倒引当金31百万円の増加等を計上したため前期比66百万円の減少となりました。

繰延資産の減少4百万円は、償却費の減少によるものです。

　負債につきましては13億43百万円となり、前期比11百万円の減少となりました。主な要因は、未成工事受入金2億19

百万円の増加した一方、長短借入金1億17百万円の減少、仕入債務45百万円、長短未経過リース債務26百万円等の減少

によるものです。

　純資産におきましては24億56百万円となり、前期比10百万円の減少となりましたが、主な要因は繰越利益剰余金1百

万円の減少、その他有価証券評価差額金8百万円の減少によるものです。
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②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加、長短借入金の返済による

支出の一方、たな卸資産の減少、未成工事受入金の増加等により、一部相殺されたものの、税引前当期純利益が1百万

円(前年同期は3億27百万円の税引前当期純損失)と改善されたこと等により、前事業年度末に比べ62百万円増加し、当

事業年度末には14億74百万円となりました。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1億87百万円(前年同期比1億23百万円増)となりました。これは主に、売上債権の

4億23百万円の増加がありましたが、たな卸資産の減少2億85百万円、未成工事受入金の増加2億19百万円、貸倒引当金

の増加85百万円等によるものであります。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、7百万円(前年同期は1億16百万円の使用)となりました。これは主に、貸付金の支

出5百万円、無形固定資産購入による支出3百万円によるものであります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1億17百万円(前年同期は9億34百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、長

短借入金の返済による支出1億10百万円によるものであります。

　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年7月期 平成17年7月期 平成18年7月期 平成19年7月期

 自己資本比率（％） － 32.1 64.5 64.6

 時価ベースの自己資本率（％） － 126.9 91.2 59.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） － 　47.3 13.7 4.1

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 2.8 2.6 11.5

　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

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

　※平成16年7月期事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、平成17年7月期事業年度より非連結ベースの財務数値

により算出しております。

　※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、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

有利子負債は、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、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

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付け、安定した配当を継続的に行うことを基

本方針としております。しかしながら、平成13年7月期以降、建設業界の厳しい経営環境の下、売上、利益共に大幅な

減少を余儀なくされ、誠に遺憾ではありますが、無配の状況に至っております。 

　当事業年度は、新中期経営計画「ニューチャレンジ2007～2009(平成19年7月期～平成21年7月期)」の初年度にあた

り、初年度計画に対しては営業利益、経常利益については計画を上回りましたが、当期純利益は計画未達となり当期

純損失1百万円となりました。従いまして、まことに遺憾ではありますが当期においても無配とさせていただきます。

　次期及び今後の見通しとしましては、新中期経営計画の目標数値を着実に達成し、一日も早く安定した経営基盤を

確立させること、内部留保金につきましても、経営環境の変化に対応できるよう株主資本の充実を図り、将来の事業

展開に備えることにしたいと考えております。

　皆様の信頼にお応えすべく、全社一丸となって業績向上に傾注し、早期復配体制を確立すべく株主重視の経営を取

り戻したいと考えております。
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(4）事業等のリスク

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。文中の

将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

 ①建設業を取り巻く環境の変化によるリスク

　1）公共工事、民間建設投資が予想以上に削減された場合、受注量が減少し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　2）公共工事における低価格入札の横行により工事参入機会が減少し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ②資機材の調達におけるリスク

　　原材料の価格が高騰した際、請負金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ③取引先に関するリスク

　　請負契約先の業績悪化により、工事代金の回収の遅延や貸倒れにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④瑕疵の発生によるリスク

　　品質管理には万全を期しておりますが、多額の瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合は、

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤労働災害のリスク

　　安全を最優先して工事施工を行っておりますが、予期しない重大な労働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。

 ⑥金利上昇によるリスク

　　大幅な金利の引き上げが行われた場合には、金融収支の悪化により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦保有資産の時価の下落

　　保有する有価証券や不動産等の時価が下落した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社の主な事業内容は、建設事業及び不動産事業等並びにその他として投資事業であり、更に、各々に付帯する事業を

行っております。当社の事業に関わる位置付けは次のとおりであります。

 （１）建設事業

 　　　当社が、建設工事の受注、施工を行っております。

 （２）不動産事業等

 　　　当社が、不動産の売買、賃貸等の事業及び建設用資材の製造、販売等を行っております。

 （３）その他

　　　投資事業及び営業投資有価証券の売買を行っております。

 事業系統図は、次のとおりであります。

 

建設工事の

受注、施工 

不動産の売買、

賃貸等及び建 

設用資材の製

造、販売 

建  設  事  業 不動産事業等 

当                  社 

得         意         先 

投資事業、 

営業投資有価証券

の売買 

そ の 他 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「建設業を通して人と社会に大きく貢献していくこと」を基本理念とし、「人と地球に優しい、クリーン

な環境を未来へ」を基本テーマに、高収益体質企業を目標に社会とともに発展していくことを目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は上・下水道工事のプロフェッショナルとして、社会資本の整備に貢献するとともに、新たなビジネスを確立

し、収益力を一層強化し、企業価値を高めていきます。

　　目標　　売上高営業利益率　　５％

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  建設業界を取り巻く経営環境は、公共工事の削減や受注競争の激化、建設資材価格の不透明性など一層厳しい状況

が今後も続いていくものと思われます。

　当社は、本業の関連事業を発展・展開し、従来の受注型産業から、需要創出型企業へのチャレンジによって付加価

値を高め、安定した収益構造を確立すべく、平成19年7月期を初年度とする新中期経営計画(ニューチャレンジ2007～

2009)を策定しております。

  新中期経営計画の重点施策として、①安定した収益構造の確立、②質重視による企業価値の向上、③民間工事受注

体制の確立、をスローガンにしております。その具体的内容は次のとおりであります。

 　① 安定した収益構造の確立

 　　1）工事原価管理の強化を徹底し、きめ細かい指導、チェック体制を更に整えていきます。

 　　　　材料納入業者との折衝、工事工程に対する工夫、工事期間の短縮、所長会議・施工会議の充実

 　　2）受注体制を見直し、公共事業の削減による補足拡充のため民間における土木事業、環境関連、地域開発にも

目を向け、質の高い受注を強化していきます。

 　　　　地域開発関係、区画整理事業、ユニット型マンション建設の拡大等の受注強化

 　　3）効率施工の水準を向上するため人材の育成、下請け企業の指導強化を進めてまいります。

 　　　　内部研修の充実、下請け企業を含めた施工会議の実施

 　② 「質」重視による企業価値の向上

 　　　当社は、売上規模の拡大のみを追求することなく、激化する競争のなかで専門企業としての「質」と「規模」

とのバランスを重視した経営体制を確立し、社会に貢献する企業として企業価値向上に努めてまいります。

 　③ 民間工事受注体制の確立

 　　1）ユニット型マンション建設の拡充

 　　　　工場の生産能力の向上、マンション建設の需要創出活動強化、適正利潤の確保

 　　2）地域開発事業における受注強化

 　　　　民間地域開発の土木工事、区画整理事業への進出

 　　3）環境事業に関する受注

 　　　　浚渫工事、アスベスト撤去工事等

 　　4）その他、本業に付随する土木工事の受注強化

 　　　　幅広く営業力を強化し、情報収集に努める
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 　　　　新中期経営計画推移状況（19/7期～21/7期）

　（当初計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

項　　目 第1年度(19/7期）
第2年度　　　

　(20/7期)

最終年度　　

　　(21/7期)

  (計　画) (実　績) (差異額) (計　画) (計　画)

 受注高  4,000 2,885
△

1,115
5,000 6,000

 売上高  3,900 3,708 △192 4,800 5,800

 売上総利益  500 479 △21 620 750

 一般管理費  400 372 △28 420 450

 営業利益  100 107 7 200 300

 　営業外収益 10 15 5 10 10

 　営業外費用 30 26 △4 40 40

 経常利益  80 96 16 170 270

 当期純利益 78 △1 △79 170 270

 　　　※第２年度（平成20年7月期）の見通について

第２年度の計画につきましては、第１年度の市場環境及び受注実績状況を踏まえ、より一層安定した収益基盤

の確立のため、建設事業の建築部門、不動産事業の人員強化により、民間受注強化を図り、受注高48億円、売

上高42億円、営業利益1億24百万円、経常利益1億5百万円、当期純利益1億3百万円を見直し計画として見込んで

おります。

(4）会社の対処すべき課題

　今後の我が国の経済動向は緩やかな景気拡大を続けるものと思われますが、建設業界におきましては、公共事業が

依然縮小傾向にあることから、受注競争は一層熾烈なものとなり、原油価格の高騰により、原材料価格等の高騰が収

益を圧迫するなど、建設業界を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が続くと思われます。

　当社は新中期経営計画に基づき、主力である上・下水道工事の効率化により収益力のアップを図り、また、これま

で育んできたユニット型マンション工事の拡大と、この建築システムを応用した介護施設の提供にも進出してまいり

ます。さらに、不動産開発関連の部署を強化し、収益の向上に一丸となって取組んでまいります。また、コンプライ

アンスに基づく業務執行を重視し、実効的な内部統制システムの整備を継続して推進してまいります。

 

(5）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．財務諸表
(1）貸借対照表

  
第40期

（平成18年７月31日）
第41期

（平成19年７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         

現金預金   1,411,574   1,474,478   

受取手形  ※2  58,333   15,179   

完成工事未収入金   275,234   742,331   

未成工事支出金等   98,324   146,910   

不動産事業等支出金 ※1  582,764   220,922   

販売用不動産   56,430   56,430   

営業投資有価証券   94,138   46,598   

前払費用   34,679   12,705   

立替金   85,575   85,172   

その他流動資産   36,448   36,179   

貸倒引当金   △33,571   △88,051   

流動資産合計   2,699,933 70.7  2,748,857 72.3 48,924

Ⅱ　固定資産         

１ 有形固定資産         

建物 ※1 923,775   923,775    

減価償却累計額  514,774 409,000  538,460 385,315   

構築物  107,361   107,361    

減価償却累計額  96,410 10,950  96,771 10,590   

機械装置  234,777   233,315    

減価償却累計額  221,759 13,018  220,412 12,903   

車両運搬具  6,661   6,661    

減価償却累計額  6,299 362  6,315 345   

工具器具・備品  59,868   60,249    

減価償却累計額  55,184 4,684  56,100 4,149   

土地 ※1  376,332   376,332   

有形固定資産計   814,348 21.3  789,636 20.8 △24,711
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第40期

（平成18年７月31日）
第41期

（平成19年７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）

２ 無形固定資産   3,935 0.1  5,332 0.1 1,397

３ 投資その他の資産         

出資金   39,171   －   

長期貸付金   638,144   646,445   

従業員長期貸付金   30,625   32,163   

破産債権、更生債権等   34,477   34,337   

会員権   30,050   30,050   

保険積立金 ※1  105,702   108,537   

その他   14,738   28,737   

貸倒引当金   △597,863   △628,358   

投資その他の資産合計   295,046 7.7  251,911 6.7 △43,135

固定資産合計   1,113,330 29.1  1,046,881 27.6 △66,448

 
Ⅲ　繰延資産

        

開発費   8,662   4,331   

繰延資産合計   8,662 0.2  4,331 0.1 △4,331

資産合計   3,821,925 100.0  3,800,069 100.0 △21,855

         

㈱大盛工業（1844）平成 19 年 7 月期決算短信（非連結）

－ 10 －



  
第40期

（平成18年７月31日）
第41期

（平成19年７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         

工事未払金   150,633   105,199   

短期借入金  ※1  560,605   377,900   

未払金   14,936   10,836   

未払費用   54,997   32,756   

未払法人税等   7,793   6,362   

未払消費税等   20,909   41   

未成工事受入金   65,853   285,600   

賞与引当金   －   9,802   

短期未経過リース債務   26,642   21,157   

繰延税金負債   8,586   2,880   

その他流動負債   10,775   12,462   

流動負債合計   921,733 24.1  865,000 22.8 △56,733

Ⅱ　固定負債         

長期借入金  ※1  320,990   386,545   

退職給付引当金   6,845   8,541   

長期未経過リース債務   86,677   65,277   

預り保証金   18,890   18,222   

固定負債合計   433,403 11.4  478,586 12.6 45,182

負債合計   1,355,137 35.5  1,343,586 35.4 △11,550
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第40期

（平成18年７月31日）
第41期

（平成19年７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  1,758,495 46.0 1,758,495 46.3 －

２．資本剰余金  

　　(1)資本準備金  1,003,534 752,254

資本剰余金合計  1,003,534 26.3 752,254 19.8 △251,279

３．利益剰余金  

　　(1)その他利益剰余金    

　　繰越利益剰余金  △251,279 △1,986

利益剰余金合計  △251,279 △6.6 △1,986 △0.1 249,292

４．自己株式  △56,478 △1.5 △56,479 △1.5 △1

株主資本合計  2,454,272 64.2 2,452,283 64.5 △1,988

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 12,516 0.3 4,198 0.1 △8,317

評価・換算差額等合計  12,516 0.3 4,198 0.1 △8,317

純資産合計  2,466,788 64.5 2,456,482 64.6 △10,305

負債純資産合計  3,821,925 100.0 3,800,069 100.0 △21,855
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(2）損益計算書

  
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７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  3,514,871   2,754,994    

不動産事業等売上高  183,812   919,432    

その他売上高  174,154 3,872,838 100.0 34,419 3,708,845 100.0 △163,993

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価  3,315,496   2,528,095    

不動産事業等売上原価  181,214 3,496,710 90.3 701,331 3,229,426 87.1 △267,283

売上総利益         

完成工事総利益  199,375   226,898    

不動産事業等総利益  2,598   218,100    

その他総利益  174,154 376,128 9.7 34,419 479,418 12.9 103,290

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

役員報酬  58,124   67,833    

従業員給料手当  63,315   96,770    

退職給付費用  4,133   2,513    

賞与引当金繰入額  －   2,846    

法定福利費  12,969   15,364    

福利厚生費  4,675   6,984    

修繕維持費  777   1,258    

事務用品費  2,553   3,258    

通信交通費  12,063   14,744    

動力用水光熱費  2,856   2,878    

貸倒引当金繰入額  6,525   5,171    

交際費  5,756   7,039    

地代家賃  1,232   －    

減価償却費  22,587   20,068    

開発費償却  4,331   4,331    

租税公課  16,976   15,715    

保険料  10,167   9,861    

雑費  86,250 315,298 8.2 95,720 372,360 10.0 57,062

営業利益   60,830 1.5  107,058 2.9 46,228

㈱大盛工業（1844）平成 19 年 7 月期決算短信（非連結）

－ 13 －



  
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７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         

受取利息  1,370   10,032    

受取配当金  1,370   565    

雑収入  9,396 12,136 0.3 4,979 15,576 0.4 3,439

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  33,354   20,974    

雑支出  9,033 42,387 1.0 5,219 26,194 0.7 △16,193

経常利益   30,579 0.8  96,440 2.6 65,861

Ⅵ　特別利益         

　　　債務買取益  313,469   －    

　　　過年度支払手数料戻入  －   16,183    

　　　固定資産売却益 ※2 －   185    

その他  22,925 336,395 8.7 6,996 23,365 0.6
△

313,029
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第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７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）

Ⅶ　特別損失         

貸倒引当金繰入額  95,718   80,444    

減損損失 ※1 430,025   －    

貸倒損失  9,452   48    

たな卸資産評価損  9,140   27,504    

特別支払手数料  21,500   －    

新株発行費  107,890   －    

その他  20,987 694,714 18.0 10,801 118,798 3.2 △575,916

税引前当期純利益
(税引前当期純損失)

  △327,740 △8.5  1,007 0.0 328,747

法人税、住民税及び事
業税

  1,976 0.1  2,994 0.1 1,017

過年度法人税等   10,071 0.2  － － △10,071

 当期純損失   △339,788 △8.8  △1,986 △0.1 337,801
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完成工事原価報告書

  
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費  530,932 16.0 426,846 16.9

労務費  159,166 4.8 275,434 10.9

外注費  2,319,559 70.0 1,477,956 58.5

（うち労務外注費）  (2,319,559) (70.0) (1,477,956) (58.5)

経費  305,836 9.2 347,859 13.7

（うち人件費）  (205,267) (6.2) (182,532) (7.2)

　計  3,315,496 100.0 2,528,095 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

不動産事業等売上原価報告書

  
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地代  6,528 3.6 411,266 58.6

経費  174,686 96.4 290,064 41.4

計  181,214 100.0 701,331 100.0

      

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算であります。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年8月1日　至平成18年7月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成17年7月31日　残高　(千円) 904,935 149,974 149,974 88,508 88,508 △56,438 1,086,980

事業年度中の変動額

新株の発行 853,560 853,560 853,560 － － － 1,707,120

当期純損失 － － － △339,788 △339,788 － △339,788

自己株式の取得 － － － － － △39 △39

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) 853,560 853,560 853,560 △339,788 △339,788 △39 1,367,291

平成18年7月31日　残高　(千円) 1,758,495 1,003,534 1,003,534 △251,279 △251,279 △56,478 2,454,272

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17年7月31日　残高　(千円) 61,407 61,407 1,148,387

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,707,120

当期純損失 － － △339,788

自己株式の取得 － － △39

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△48,891 △48,891 △48,891

事業年度中の変動額合計 (千円) △48,891 △48,891 1,318,400

平成18年7月31日　残高　(千円） 12,516 12,516 2,466,788
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当事業年度（自平成18年8月1日　至平成19年7月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成18年7月31日　残高　(千円) 1,758,495 1,003,534 1,003,534 △251,279 △251,279 △56,478 2,454,272

事業年度中の変動額

その他剰余金へ振替 － △251,279 △251,279 251,279 251,279 － －

当期純損失 － － － △1,986 △1,986 － △1,986

自己株式の取得 － － － － － △1 △1

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) － △251,279 △251,279 249,292 249,292 △1 △1,988

平成19年7月31日　残高　(千円) 1,758,495 752,254 752,254 △1,986 △1,986 △56,479 2,452,283

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7月31日　残高　(千円) 12,516 12,516 2,466,788

事業年度中の変動額

その他剰余金へ振替 － － －

当期純損失 － － △1,986

自己株式の取得 － － △1

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△8,317 △8,317 △8,317

事業年度中の変動額合計 (千円) △8,317 △8,317 △10,305

平成19年7月31日　残高　(千円） 4,198 4,198 2,456,482
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減

（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
　(税引前当期純損失)  △327,740 1,007 328,747

減価償却費  28,051 26,541 △1,510

開発費償却  4,331 4,331 －

貸倒引当金の増加額  97,467 85,615 △11,852

退職給付引当金の増
加・減少(△)額  △1,967 1,695 3,662

賞与引当金の増加額  － 9,802 9,802

受取利息及び受取配当
金  △2,740 △10,597 △7,856

支払利息  33,354 20,974 △12,380

債務買取益  △313,469 － 313,469

固定資産売却益  － △185 △185

たな卸資産評価損  9,140 27,504 18,363

減損損失  430,025 － △
430,025

売上債権の増加(△)・
減少額  27,528 △423,942 △

451,471

営業投資有価証券の減
少額  4,593 33,516 28,922

たな卸資産の減少額  61,809 285,726 223,917

仕入債務の増加・減少
(△)額  6,368 △29,169 △35,537

未成工事受入金の増加
額  52,717 219,746 167,029

未払法人税の増加額  － 3,860 3,860

未払消費税の増加・減
少(△)額

 20,909 △20,868 △41,777

破産債権、更生債権等
の増加(△)・減少額  △960 92 1,052

その他  △21,551 △34,773 △13,222

小計  107,869 200,878 93,008

利息及び配当金の受取
額  2,740 10,597 7,856

利息の支払額  △24,747 △16,320 8,427

法人税等の支払額・還
付額(純額)  △21,682 △7,313 14,368

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  64,179 187,841 123,661
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第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △609 △381 228

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 300 300

無形固定資購入による
支出

 － △2,961 △2,961

貸付金の貸出による支
出

 △59,000 △92,900 △33,900

貸付金の回収による収
入

 16,436 86,936 70,500

保険積立金の支出  △52,270 △3,103 49,167

保証金の返還による収
入

 － 3,600 3,600

出資金の取得による支
出

 △20,010 － 20,010

その他  △1,433 722 2,156

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △116,887 △7,786 109,100

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増額  156,340 △7,050
△

163,390

長期借入金の返済によ
る支出

 △113,700 △110,100 3,600

新株式発行による入金  891,949 －
△

891,949

自己株式の取得による
支出

 △39 △1 38

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 934,549 △117,151 △1,051,700

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

 881,841 62,904
△

818,937

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 529,732 1,411,574 881,841

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 ※１ 1,411,574 1,474,478 62,904
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重要な会計方針

項目
第40期

（自　平成17年8月 1日
至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づく時

価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。）

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

未成工事支出金等

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金等

未成工事支出金

同左

不動産事業等支出金

個別法による原価法

販売用不動産

個別法による原価法

不動産事業等支出金

同左

販売用不動産

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

但し、茨城工場及び平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　７年～50年

機械装置及び車両運搬具

２年～13年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法

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)に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費は、一括償却しております。 ────

 開発費は、５年間で均等償却しており　

ます。

開発費は、５年間で均等償却しており　

ます。
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項目
第40期

（自　平成17年8月 1日
至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等

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)賞与引当金

 　　　　────

  

 

(3)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を計

上しております。なお、退職給付引当

金の対象従業員が300名未満であります

ので、簡便法によっており、退職給付

債務の金額は当事業年度末自己都合要

支給額(適格退職年金制度により支給さ

れる部分を除く)としております。

(2)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

翌期における支給見込額のうち当期負

担分を計上しております。

(3)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

ておりますが、長期請負工事「工期１年以

上、かつ請負金額１億円以上」については、

工事進行基準を適用しております。

完成工事高の計上は、工事完成基準によっ

ておりますが、長期請負工事「工期１年以

上、かつ請負金額１億円以上」については、

工事進行基準を適用しております。

 　なお、工事進行基準による計上額は、 　なお、工事進行基準による計上額は、

 完成工事高 2,280,814千円

完成工事原価 2,173,794千円

完成工事高       1,757,701千円

完成工事原価       1,541,253千円

 であります。 であります。

７．リース取引の処理方法 リース取引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。

なお、リースにより使用している重要な

固定資産のうち、事業に供していない一部

の機械装置、器具備品については、未経過

リース料の期首残高相当額をリース資産除

却損として損失処理し、翌期以降の支払に

対応する未経過リース債務を負債に計上し

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

　手許現金、随時引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ヵ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。

　　　　同左

９．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。

　　　　同左

㈱大盛工業（1844）平成 19 年 7 月期決算短信（非連結）

－ 22 －



会計処理方法の変更

第40期
（自　平成17年8月 1日
至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」）

（企業会計審議会平成14年8月9日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6

号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は、430,025千円減少して

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

規則に基づき各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）

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。従来の資本の部の合計に相

当する金額は2,466,788千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 (ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第8号　平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27日）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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱大盛工業（1844）平成 19 年 7 月期決算短信（非連結）

－ 23 －



表示方法の変更

第40期
（自　平成17年8月 1日
至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

 (貸借対照表関係)

①「出資金」は、前期において投資その他の資産「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額100

分の1を超えたため、区分掲記しております。なお、

前期の「出資金」は19,161千円であります。

  (損益計算書関係)

①「追加工事代金精算損失」は、当期より金額的に重

要性がなくなったため、特別損失の「その他」に含め

て表示しております。なお当期の「追加工事代金精算

損失」は、1,734千円であります。

 (貸借対照表関係)

前期まで区分掲記しておりました「出資金」(当期末

残高15,571千円）は、資産の総額の100分の1以下と

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。

 

  (損益計算書関係)

 ────

注記事項

（貸借対照表関係）

第40期
（自　平成17年8月 1日

至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

不動産事業等支出金 363,410千円

建物 372,033

土地  246,485

保険積立金  57,497

計 1,039,427

建物      275,030千円

土地         

155,952

保険積立金        

58,527

計 489,509

上記に対応する債務は次のとおりであります。 上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金 176,855千円

長期借入金  235,708

(１年内に返済予定の長期借入金を含む)

計 412,563

長期借入金    176,855千円

  

 　なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契

約に対する質権の設定分であります。

 　なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契

約に対する質権の設定分であります。

※２．受取手形裏書譲渡高　　　　　      95,025千円 ※２．受取手形裏書譲渡高　　　　　      　－　千円
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（損益計算書関係）

第40期
（自　平成17年8月 1日
至　平成18年7月31日）

第41期
（自　平成18年8月 1日
至　平成19年7月31日）

※１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

て減損損失を計上いたしました。

 場　　所 用　　途  種 　 類
 　減損損失

　 （千円）

 茨城工場　他

（茨城県小美玉市）

建設資材の製造

及び販売

土地及び建物

等 
428,025

 遊休資産土地

（栃木県日光市）
遊休資産  土地 2,000

当社は、資産運用状況により資産を3つにグループ化いた

しました。このうち、建設資材用の製造及び販売に係る茨

城工場及び付帯施設と遊休資産の栃木県日光市の土地は地

価及び時価が下落していることや、収益性が低下している

ことにより、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額を減損損失(430,025千円)として、特別損失に計上いた

しました。

　その内訳は、茨城工場428,025千円(内、土地247,375千

円、建物80,579千円、構築物65,807千円、機械装置25,582

千円及びその他8,682千円）、遊休資産土地2,000千円

（内、土地2,000千円）であります。

　なお、茨城工場の土地は、隣接した土地の売却価額で算

定し、建物については、固定資産税算定額で評価、建物附

属設備及び構築物、機械装置については、残存価額を価値

としております。

  遊休資産の評価は、担保解除額で評価しております。

※２　　　　　　　　────　　　　　　　

※１　　　　　　　　　────

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２　　　　　　　

　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

　　　　機械装置　　　　　185千円　　　　　　
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（株主資本等変動計算書関係）

 前会計期間（自　平成17年8月1日　至　平成18年7月31日）

 （１）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 44,097,498 33,430,000 － 77,527,498

合計 44,097,498 33,430,000 － 77,527,498

自己株式

普通株式 38,047 744 － 38,791

合計 38,047 744 － 38,791

 （注）１．普通株式の発行済株式の増加は、第三者割当増資による増加です。

 　　　２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加です。

 （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

 　　　該当事項はありません。

 当会計期間（自　平成18年8月1日　至　平成19年7月31日）

 （１）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 77,527,498 － － 77,527,498

合計 77,527,498 － － 77,527,498

自己株式

普通株式 38,791 105 － 38,896

合計 38,791 105 － 38,896

 （注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加です。

 （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

 　　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第40期
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年７月31日現在） （平成19年７月31日現在）

現金預金勘定 1,411,574千円

現金及び現金同等物  1,411,574

現金預金勘定    1,474,478千円

現金及び現金同等物           

1,474,478

２．重要な非資金取引の内容 ２．　　　　　　　────

普通株式発行による資本金

の増加額
353,640千円

普通株式発行による資本準備金の増

加額
353,640千円

株式発行に伴う短期借入金、

長期借入金及び未払費用の減少額
707,280千円
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（リース取引関係）

 
第40期

（自　平成17年８月１日
　至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

  

１．リース物件の取得価

額相当額、減価償却

累計額相当額及び期

末残高相当額

 

取得価額相

当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

期末残高相

当額

（千円）

 車両運搬具 4,491 374 4,117

 

取得価額相

当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

期末残高相

当額

（千円）

 車両運搬具 4,491 1,272 3,219

２．未経過リース料期末

残高相当額

　1年内 828千円

　1年超 3,330千円　

 合　計 4,158千円

　1年内    870千円

　1年超      2,460千円　

 合　計      3,330千円

 （注）上記のほか除却処理したものに係る未

経過リース料期末残高相当額113,319千

円は短期未経過リース債務26,642千円

及び、長期未経過リース債務86,677千

円に計上しております。 

（注）上記のほか除却処理したものに係る未

経過リース料期末残高相当額86,435千

円は短期未経過リース債務21,157千円

及び、長期未経過リース債務65,277千

円に計上しております。 

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 423千円

減価償却費相当額 374千円

支払利息相当額 90千円

支払リース料    1,017千円

減価償却費相当額    898千円

支払利息相当額   189千円

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。

　　　　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。

　　　 同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年７月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価
(千円)

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 8,350 30,300 21,949

債　券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 40,324 42,565 2,240

小計 48,674 72,865 24,190

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

   

株　式 24,360 21,273 △3,087

債　券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 24,360 21,273 △3,087

合計 73,035 94,138 21,102

３．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

 該当事項はありません。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

54,990 174,193 △39

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 －

非上場の外国債券 －

(2）その他有価証券 －

非上場株式 －

証券投資信託の受益証券 －

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　　　該当事項はありません。
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当事業年度（平成19年７月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価
(千円)

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 5,351 13,794 8,442

債　券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 15,367 15,444 76

小計 20,719 29,238 8,519

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

   

株　式 18,800 17,360 △1,440

債　券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 18,800 17,360 △1,440

合計 39,519 46,598 7,079

 

３．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

 該当事項はありません。

 

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

169,775 35,405 △986

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券 －

非上場の外国債券 －

(2）その他有価証券 －

非上場株式 －

証券投資信託の受益証券 －

 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　　　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

１．取引の状況に関する事項

　　該当事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

１．取引の状況に関する事項

　　該当事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　該当事項はありません。
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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

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び一時金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項

 
第40期

（平成18年７月31日現在）

第41期

（平成19年７月31日現在）

イ．退職給付債務 △6,845千円      △8,541千円

ロ．年金資産 － －

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △6,845 △8,541

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － －

ホ．未認識数理計算上の差異 － －

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △6,845 △8,541

３．退職給付費用に関する事項

 

第40期

（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

第41期

（自　平成18年８月１日

至　平成19年７月31日）

イ．勤務費用  －  －

ロ．利息費用 － －

ハ．期待運用収益 － －

ニ．会計処理基準変更時差異の費用処理額 － －

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 － －

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 － －

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） － －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
第40期

（平成18年７月31日現在）

第41期

（平成19年７月31日現在）

(1)割引率  －  －

(2)期待運用収益率  －  －

(3)退職給付見込額の期間配分方法  －  －

(4)過去勤務債務の額の処理年数  －  －

(5)数理計算上の差異の処理年数  －  －

(6)会計基準変更時差異の処理年数  －  －
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成17年8月1日　至　平成18年7月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年10月27日
定時株主総会決議

付与対象者の区分及び数

　当社取締役　　　　　６名

　当社監査役　　　　　３名

　当社従業員　　　　　44名

ストック・オプション数 　普通株式　　　2,175,000株

付与日 　平成18年3月30日

権利確定条件

付与日(平成18年3月30日)以降、

権利確定日(平成18年11月1日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間
  自　平成18年 3月30日

 至　平成18年10月31日

権利行使期間
  自　平成18年11月 1日

 至　平成24年10月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年10月27日
定時株主総会決議

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 2,175,000

失効 130,000

権利確定 －

未確定残 2,045,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成17年10月27日
定時株主総会決議

権利行使価格　　　　　　（円） 68

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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当事業年度（自　平成18年8月1日　至　平成19年7月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年10月27日
定時株主総会決議

付与対象者の区分及び数

　当社取締役　　　　　６名

　当社監査役　　　　　３名

　当社従業員　　　　　44名

ストック・オプション数 　普通株式　　　2,175,000株

付与日 　平成18年3月30日

権利確定条件

付与日(平成18年3月30日)以降、

権利確定日(平成18年11月1日）ま

で継続して勤務していること。

対象勤務期間
  自　平成18年 3月30日

 至　平成18年10月31日

権利行使期間
  自　平成18年11月 1日

 至　平成24年10月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 平成17年10月27日
定時株主総会決議 

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 2,045,000

付与 －

失効 －

権利確定 2,045,000

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

権利確定 2,045,000

権利行使 －

失効 17,000

未行使残 2,028,000

②　単価情報

 平成17年10月27日
定時株主総会決議 

権利行使価格　　　　　　（円） 68

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

㈱大盛工業（1844）平成 19 年 7 月期決算短信（非連結）

－ 34 －



（税効果会計関係）

第40期
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７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内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
201,508千円

不動産事業等支出金評価損 132,578

賃貸用土地評価損 59,906

土地減損評価損 101,470

債権貸倒否認額 306,078

税務上の繰越欠損金 2,110,101

その他 154,851

繰延税金資産小計 3,066,495

評価性引当額 △3,066,495

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △8,586

繰延税金負債合計 △8,586

繰延税金資産の純額 △8,586

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
     282,556千円

不動産事業等支出金評価損 53,910

賃貸用土地評価損 59,906

土地減損評価損 101,470

債権貸倒否認額 306,078

税務上の繰越欠損金 2,119,602

その他 139,027

繰延税金資産小計 3,062,553

評価性引当額 △3,062,553

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △2,880

繰延税金負債合計 △2,880

繰延税金資産の純額 △2,880

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

 　　当期純損失のため記載を省略しております。

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

 　　当期純損失のため記載を省略しております。

 　  　

（持分法損益等）

前事業年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

 　　　 該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

　該当事項はありません。

 　　　 

　　（注）前事業年度まで法人主要株主であったブライトンインベストコープ及びグリーン・キャピタル株式会社は、当

事業年度より法人主要株主に該当しておりません。

当事業年度（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 31円83銭   31円70銭

１株当たり当期純利益金額 △6円80銭  △0円03銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額につきましては、１株当

たり当期純損失であるため記載をして

おりません。

（追加情報）

　当事業年度から、改正後の「1株当た

り当期純利益に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　最終改正平成18年

1月31日　企業会計基準第2号）及び

「1株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年1月31日　企業会計

基準適用指針第4号）を適用しておりま

す。

　これによる影響はありません。

　　　　　　　同　左

 

 

 

────

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

 
第40期

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

第41期
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） △339,788 △1,986

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） △339,788 △1,986

期中平均株式数（株） 49,941,264 77,488,651

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　平成17年10月27日定時株主総

会決議によるストックオプション

（株式の種類及び数、普通株式

2,045千株）

　平成17年10月27日定時株主総

会決議によるストックオプション

（株式の種類及び数、普通株式

2,045千株）

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年８月１日　至平成19年７月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他
　役員の異動

  経営体制の一層の強化を図るため、平成19年10月26日付にて、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を行う予定

であります。

  (1)　代表取締役の異動

  　　 ・ 異動　

　　　　　取締役会長　　　　　中村　彰男　　（ 現　代表取締役社長 ）

　　　 ・ 新任

　　　　　代表取締役社長　　　佐藤　進助　　（ 現　顧問 ）

  (2)　執行役員の異動

  　　 ・ 新任

　　　　　執行役員　　　　　　奥山　清彦　　（ 現　㈱ワイピア取締役 ）
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