
 

 

平成 20 年 2月 12 日   

各    位 

会 社 名 真柄建設株式会社 

代表者名 取締役社長 真柄 宏司 

  コード番号 １８３９ 

東証・大証 各第一部 

問合せ先 取締役兼執行役員 

 事務本部長 山口 公和 

 （TEL 076-231-1266） 

（訂正）平成 19 年 3月期 決算短信（非連結）の訂正について 

当社は、平成 19年 12 月 20 日付の「業績に影響を与える事象の発生並びに第 66期半期報告書提出

遅延について」の発表において、過年度決算分の業績に及ぼす影響について精査してまいりました。 

このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成 19年 5 月 18 日に発表い

たしました「平成 19年 3 月期 決算短信（非連結）」を次ページ以降記載のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には  （アンダー

ライン）を付して表示しております。 

不適切な原価処理のため、過年度決算を訂正する事態となりましたことは誠に遺憾であり、関係者

各位に深くお詫び申しあげます。 
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１．平成 19 年３月期の業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1)経営成績 

【訂正前】 （％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 

18 年３月期 

83,669 

78,041 

7.2 

7.3 

1,412 

1,894 

△25.5

8.3

1,009 

1,495 

△32.5 

65.2 

1,003 

911 

10.1

―

 

 
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        

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 

18 年３月期 

22 64 

20 66 

7 16 

6 68 

16.6 

16.8 

1.8 

2.5 

1.7 

2.4 

 
【訂正後】 （％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 

18 年３月期 

81,700 

77,589 

5.3 

6.7 

△1,120 

1,094 

―

△34.5

△1,523 

694 

― 

△16.1 

△1,537 

110 

―

―

 

 
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 

18 年３月期 

△34 69 

2 51 

― 

0 81 

― 

2.25 

― 

1.2 

― 

1.4 

 

 

(2)財政状態 

【訂正前】 

 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 

18 年３月期 

60,660 

54,085 

6,574 

5,525 

10.8 

10.2 

△117 41 

△146 74 

(参考) 自己資本         19 年３月期  6,574 百万円   18 年３月期  5,525 百万円 
 

【訂正後】 

 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 

18 年３月期 

58,268 

53,975 

3,144 

4,637 

5.4 

8.6 

△191 62 

△166 88 

(参考) 自己資本         19 年３月期  3,144 百万円   18 年３月期  4,637 百万円 
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１．経営成績 
(１) 経営成績に関する分析 

（3ページ） 

（当期の経営成績） 

【訂正前】 

当事業年度におけるわが国経済は、堅調な民間企業収益に支えられ、設備投資の増加、雇用環境の改善

が見られるなど、景気は引き続き緩やかながら回復基調を辿りました。 

建設業界におきましては、企業の設備投資が増加しているものの、財政再建に向けた公共投資縮小に起

因した競争激化等は相も変わらず、厳しい経営環境で推移いたしました。 

当社はこのような状況のもとで、中期経営改善計画の三年目となる当期において、①収益体制の見直し

並びに販売費及び一般管理費の削減、②不動産等の売却による有利子負債の削減を推し進め、計画の達成

に向けて取り組んでまいりました。 

受注高につきましては、建築工事の官公庁工事並びに民間工事がともに前年度より増加したことにより、

843 億 3千 1百万円（前期比 10.5％増）となりました。建築・土木別の内訳は、建築工事 80.4％、土木工

事 19.6％、また、発注者別内訳は、官公庁工事 24.9％、民間工事 75.1％であります。 

売上高につきましては、建設事業の完成工事高 828 億 7百万円（前期比 7.8％増）と不動産事業等売上高

8億 6千 1百万円（前期比 28.6％減）をあわせた総売上高は 836 億 6千 9百万円（前期比 7.2％増）となり

ました。完成工事の建築・土木別内訳は、建築工事 82.1％、土木工事 17.9％であります。 

この結果、建設事業における次年度への繰越高は 676 億 7千 9百万円（前期比 2.3％増）となりました。 

利益につきましては、本計画の基本方針であります総合一貫管理の継続と徹底を鋭意遂行してまいりま

したが、価格競争の激化により、経常利益は 10 億 9 百万円（前期比 32.5％減）となり、当期純利益は 10

億 3百万円（前期比 10.1％増）となりました。 

また、財務面につきましては、平成 19 年 1 月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を 10 億円発

行し、財務体質の改善及び自己資本の充実を図りました。 

 

【訂正後】 

当事業年度におけるわが国経済は、堅調な民間企業収益に支えられ、設備投資の増加、雇用環境の改善

が見られるなど、景気は引き続き緩やかながら回復基調を辿りました。 

建設業界におきましては、企業の設備投資が増加しているものの、財政再建に向けた公共投資縮小に起

因した競争激化等は相も変わらず、厳しい経営環境で推移いたしました。 

当社はこのような状況のもとで、中期経営改善計画の三年目となる当期において、①収益体制の見直し

並びに販売費及び一般管理費の削減、②不動産等の売却による有利子負債の削減を推し進め、計画の達成

に向けて取り組んでまいりました。 

受注高につきましては、建築工事の官公庁工事並びに民間工事がともに前年度より増加したことにより、

843 億 3千 1百万円（前期比 10.5％増）となりました。建築・土木別の内訳は、建築工事 80.4％、土木工

事 19.6％、また、発注者別内訳は、官公庁工事 24.9％、民間工事 75.1％であります。 

売上高につきましては、建設事業の完成工事高 808 億 38 百万円（前期比 5.8％増）と不動産事業等売上

高 8億 6千 1百万円（前期比 28.6％減）をあわせた総売上高は 817 億円（前期比 5.3％増）となりました。

完成工事の建築・土木別内訳は、建築工事 81.8％、土木工事 18.2％であります。 

この結果、建設事業における次年度への繰越高は 700 億 9千 3百万円（前期比 5.2％増）となりました。 

利益につきましては、本計画の基本方針であります総合一貫管理の継続と徹底を鋭意遂行してまいりま

したが、価格競争の激化により、経常損失 15 億 2 千 3 百万円となり、当期純損失 15 億 3 千 7 百万円とな

りました。 

また、財務面につきましては、平成 19 年 1 月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を 10 億円発

行し、財務体質の改善及び自己資本の充実を図りました。 
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(２) 財政状態に関する分析（3、4ページ） 

【訂正前】 

 当社は、「中期経営改善計画」の実施に従い、財務体質の健全化を図ってまいり、前述したとおり平成 19
年 1月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 10 億円を発行しました。なお、4月には全額普通株式
への転換が完了し、資本金及び資本準備金に組み入れました。当事業年度末では、総資産は、前年度末よ
り 12.2％増加し 606 億 6 千万円、また自己資本額は 19.0％増加し 65 億 7 千 4 百万円となり、自己資本比
率は 10.8％となりました。 
 当期におけるキャッシュ・フローの状況においては、営業活動によるキャッシュ・フローは、大型工事
の代金回収条件が翌期に集中したため、29 億 8千 8百万円の支出超過となりました。投資活動によるキャ
ッシュ・フローは、総資産の圧縮を図るため、固定資産の売却を推し進めたことにより、6億円の収入超過
となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に平成 19年 1月に第１回無担保転換社債型新株
予約権付社債を発行したことにより 15億 3千 4百万円の収入超過となりました。 
これにより、「現金及び現金同等物の期末残高」は 20 億 4 千 1 百万円となりました。キャッシュ・フロ
ー指標のトレンドは次の通りであります。 
 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 

自己資本比率 8.4 ％ 10.2 ％ 10.8 ％ 

時価ベースの自己資本比率 10.0 ％ 25.8 ％ 15.8 ％ 

債務償還年数 4.1 年 45.3 年 ― 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 5.0 倍 0.6 倍 ― 倍 
（注）指標の算定方式 

①自己資本比率------------------------ 自己資本／総資産 
②時価ベースの自己資本比率------------ 株式時価総額／総資産 
③債務償還年数------------------------ 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
④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 
* 株式時価総額は、期末株価終値×発行済普通株式数（自己株式控除後）により算出してお
ります。（株式時価総額には、優先株式は考慮されておりません。） 
* 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営
業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しています。 
* 当事業年度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フ
ローがマイナスのため記載しておりません。 

 

【訂正後】 

 当社は、「中期経営改善計画」の実施に従い、財務体質の健全化を図ってまいり、前述したとおり平成 19
年 1月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 10 億円を発行しました。なお、4月には全額普通株式
への転換が完了し、資本金及び資本準備金に組み入れました。当事業年度末では、総資産は、前年度末よ
り 8.0％増加し 582 億 6千 8百万円、また自己資本額は 32.2％減少し 31億 4千 4百万円となり、自己資本
比率は 5.4％となりました。 
 当期におけるキャッシュ・フローの状況においては、営業活動によるキャッシュ・フローは、大型工事
の代金回収条件が翌期に集中したため、29 億 8千 8百万円の支出超過となりました。投資活動によるキャ
ッシュ・フローは、総資産の圧縮を図るため、固定資産の売却を推し進めたことにより、6億円の収入超過
となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に平成 19年 1月に第１回無担保転換社債型新株
予約権付社債を発行したことにより 15億 3千 4百万円の収入超過となりました。 
これにより、「現金及び現金同等物の期末残高」は 20 億 4 千 1 百万円となりました。キャッシュ・フロ
ー指標のトレンドは次の通りであります。 
 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 

自己資本比率 8.2 ％ 8.6 ％ 5.4 ％ 

時価ベースの自己資本比率 10.0 ％ 25.8 ％ 16.4 ％ 

債務償還年数 4.1 年 45.3 年 ― 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 5.0 倍 0.6 倍 ― 倍 
（注）指標の算定方式 

①自己資本比率------------------------ 自己資本／総資産 
②時価ベースの自己資本比率------------ 株式時価総額／総資産 
③債務償還年数------------------------ 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
④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 
* 株式時価総額は、期末株価終値×発行済普通株式数（自己株式控除後）により算出してお
ります。（株式時価総額には、優先株式は考慮されておりません。） 
* 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営
業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しています。 
* 当事業年度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フ
ローがマイナスのため記載しておりません。 
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３．経営方針 

(２) 目標とする経営指標 

【訂正前】 

当社は、「中期経営改善計画」の最終年度である今年度は、次の通り業績を計画し、厳しい競争を生き抜

くことのできる強い企業体質を構築していく所存であります。 

 H19.3 期（計画） H19.3 期(実績) H20.3 期(計画) 
受注高（百万円） 77,700 84,331 84,500 
売上高（百万円） 79,457 83,669 85,920 
売上総利益（百万円） 5,118 4,615 4,915 
販売費及び一般管理費（百万円） 3,279 3,203 3,070 
営業利益（百万円） 1,839 1,412 1,845 
経常利益（百万円） 1,293 1,009 1,409 
当期純利益（百万円） 1,243 1,003 1,359 

総資産（百万円） 53,572 60,660 60,660 
資本金（百万円） 6,432 6,632 6,932 
自己資本（百万円） 7,305 6,574 8,533 
（自己資本比率） (13.6%) (10.8%) (14.1%) 
有利子負債（百万円） 14,581 13,588 13,196 
従業員数 650 名 624 名 631 名 

有利子負債には受取手形割引高等を含んで計算しています 

 

【訂正後】 

当社は、「中期経営改善計画」の最終年度である今年度は、次の通り業績を計画し、厳しい競争を生き抜

くことのできる強い企業体質を構築していく所存であります。 

 H19.3 期（計画） H19.3 期(実績) H20.3 期(計画) 
受注高（百万円） 77,700 84,331 84,500 
売上高（百万円） 79,457 81,700 85,920 
売上総利益（百万円） 5,118 2,082 4,915 
販売費及び一般管理費（百万円） 3,279 3,203 3,070 
営業利益（百万円） 1,839 ― 1,845 
営業損失（百万円）  1,120  
経常利益（百万円） 1,293 ― 1,409 
経常損失（百万円）  1,523  

当期純利益（百万円） 1,243 ― 1,359 

当期純損失（百万円）  1,537  

総資産（百万円） 53,572 58,268 60,660 
資本金（百万円） 6,432 6,632 6,932 
自己資本（百万円） 7,305 3,144 8,533 
（自己資本比率） (13.6%) (5.4%) (14.1%) 
有利子負債（百万円） 14,581 13,588 13,196 
従業員数 650 名 624 名 631 名 

有利子負債には受取手形割引高等を含んで計算しています 
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４．財務諸表 

(１) 貸借対照表 

【訂正前】 

 前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比

(％) 
金 額（百万円） 

構成比

(％) 

比較増減(△)

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  現金預金 2,895 2,041 △853

  受取手形 309 3,018 2,709

  完成工事未収入金 19,787 27,872 8,084

  有価証券 100 ― △100

  販売用不動産 1,155 742 △412

  未成工事支出金 8,279 6,729 △1,550

  不動産事業支出金 27 433 405

  短期貸付金 25 27 1

  未収入金 801 469 △331

  その他流動資産 1,020 1,160 139

   貸倒引当金 △358 △324 33

  流動資産合計 34,044 (62.9) 42,170 (69.5) 8,126

Ⅱ 固定資産  

 １.有形固定資産  

   建物・構築物 4,636 4,173 △462

   機械・運搬具 34 32 △2

   工具器具・備品 66 48 △17

   土 地 8,665 8,329 △335

   有形固定資産合計 13,402 (24.8) 12,583 (20.7) △818

 ２.無形固定資産 37 ( 0.1) 37 ( 0.1) 0

 ３.投資その他の資産  

   投資有価証券 3,946 3,352 △593

   関係会社株式 72 60 △12

   長期貸付金 838 812 △26

   破産更生等債権 715 693 △21

   長期営業外未収入金 9,065 7,673 △1,392

   長期前払費用 1 1 △0

   ゴルフ会員権 205 173 △32

   その他投資等 607 620 13

    貸倒引当金 △8,869 △7,524 1,344

   投資その他の資産合計 6,584 (12.2) 5,863 ( 9.7) △721

  固定資産合計 20,024 (37.1) 18,484 (30.5) △1,539

Ⅲ 繰延資産  

  新株発行費 17 ― △17

  社債発行費 ― 5 5

  繰延資産合計 17 ( 0.0) 5 ( 0.0) △11

資産合計 54,085 (100.0) 60,660 (100.0) 6,574
      



 

― 6 ― 

 

 

 前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比
(％) 

金 額（百万円） 
構成比
(％) 

比較増減(△)

（百万円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

  支払手形 10,766 11,798 1,031

  工事未払金 15,454 17,989 2,534

  短期借入金 1,686 10,230 8,544

  未払金 755 810 54

  未払法人税等 36 59 23

  未成工事受入金 6,484 7,476 992

  預り金 364 347 △16

  完成工事補償引当金 71 68 △3

  賞与引当金 155 170 15

  その他流動負債 8 2 △5

  流動負債合計 35,785 (66.2) 48,955 (80.7) 13,169

Ⅱ 固定負債  

  社債 ― 600 600

  長期借入金 8,502 502 △7,999

  繰延税金負債 807 566 △241

  再評価に係る繰延税金負債 1,206 1,178 △27

  退職給付引当金 2,048 2,091 43

  債務保証損失引当金 64 51 △13

  その他固定負債 145 141 △4

  固定負債合計 12,775 (23.6) 5,131 ( 8.5) △7,643

 負債合計 48,560 (89.8) 54,086 (89.2) 5,526

  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 6,432 (11.9) ― (  ―) ―

Ⅱ 利益剰余金  

  当期未処分利益 2 ―  ―

  利益剰余金合計 2 ( 0.0) ― (  ―) ―

Ⅲ 土地再評価差額金 △1,974 (△3.7) ― (  ―) ―

Ⅳ 株式等評価差額金 1,082 ( 2.0) ― (  ―) ―

Ⅴ 自己株式 △17 (△0.0) ― (  ―) ―

資本合計 5,525 (10.2) ― (  ―) ―

負債及び資本合計 54,085 (100.0) ― (  ―) ―
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 前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比

(％) 
金 額（百万円） 

構成比

(％) 

比較増減(△)
（百万円）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本    

  資本金 ― 6,632  

  資本剰余金 ― 199  

   資本準備金 ― 199  

  利益剰余金 ― 1,047  

   その他利益剰余金 ― 1,047  

   繰越利益剰余金 ― 1,047  

  自己株式 ― △21  

  株主資本合計 ― 7,857 (12.9) ―

Ⅱ 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 ― 731  

  土地再評価差額金 ― △2,015  

  評価・換算差額等合計 ― △1,283 (△2.1) ―

 純資産合計 ― 6,574 (10.8) ―

 負債及び純資産合計 ― 60,660 (100.0) ―
  

 



 

― 8 ― 

 

【訂正後】 

 前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比

(％) 
金 額（百万円） 

構成比

(％) 

比較増減(△)

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  現金預金 2,895 2,041 △853

  受取手形 309 3,018 2,709

  完成工事未収入金 19,524 25,480 5,955

  有価証券 100 ― △100

  販売用不動産 1,155 742 △412

  未成工事支出金 8,432 6,729 △1,703

  不動産事業支出金 27 433 405

  短期貸付金 25 27 1

  未収入金 801 469 △331

  その他流動資産 1,020 1,160 139

   貸倒引当金 △358 △324 33

  流動資産合計 33,934 (62.9) 39,778 (68.3) 5,844

Ⅱ 固定資産  

 １.有形固定資産  

   建物・構築物 4,636 4,173 △462

   機械・運搬具 34 32 △2

   工具器具・備品 66 48 △17

   土 地 8,665 8,329 △335

   有形固定資産合計 13,402 (24.8) 12,583 (21.6) △818

 ２.無形固定資産 37 ( 0.1) 37 ( 0.1) 0

 ３.投資その他の資産  

   投資有価証券 3,946 3,352 △593

   関係会社株式 72 60 △12

   長期貸付金 838 812 △26

   破産更生等債権 715 693 △21

   長期営業外未収入金 9,065 7,673 △1,392

   長期前払費用 1 1 △0

   ゴルフ会員権 205 173 △32

   その他投資等 607 620 13

    貸倒引当金 △8,869 △7,524 1,344

   投資その他の資産合計 6,584 (12.2) 5,863 (10.1) △721

  固定資産合計 20,024 (37.1) 18,484 (31.7) △1,539

Ⅲ 繰延資産  

  新株発行費 17 ― △17

  社債発行費 ― 5 5

  繰延資産合計 17 ( 0.0) 5 ( 0.0) △11

資産合計 53,975 (100.0) 58,268 (100.0) 4,292
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 前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比
(％) 

金 額（百万円） 
構成比
(％) 

比較増減(△)

（百万円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

  支払手形 10,766 11,798 1,031

  工事未払金 15,801 18,098 2,296

  短期借入金 1,686 10,230 8,544

  未払金 758 819 61

  未払法人税等 36 59 23

  未成工事受入金 6,666 7,498 831

  預り金 364 347 △16

  完成工事補償引当金 71 68 △3

  工事損失引当金 245 896 650

  賞与引当金 155 170 15

  その他流動負債 8 2 △5

  流動負債合計 36,563 (67.7) 49,991 (85.8) 13,428

Ⅱ 固定負債  

  社債 ― 600 600

  長期借入金 8,502 502 △7,999

  繰延税金負債 807 566 △241

  再評価に係る繰延税金負債 1,206 1,178 △27

  退職給付引当金 2,048 2,091 43

  債務保証損失引当金 64 51 △13

  その他固定負債 145 141 △4

  固定負債合計 12,775 (23.7) 5,131 ( 8.8) △7,643

 負債合計 49,338 (91.4) 55,123 (94.6) 5,784

  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 6,432 (11.9) ― (  ―) ―

Ⅱ 利益剰余金  

  当期未処理損失 885 ―  ―

  利益剰余金合計 △885 (△1.6) ― (  ―) ―

Ⅲ 土地再評価差額金 △1,974 (△3.7) ― (  ―) ―

Ⅳ 株式等評価差額金 1,082 ( 2.0) ― (  ―) ―

Ⅴ 自己株式 △17 (△0.0) ― (  ―) ―

資本合計 4,637 (8.6) ― (  ―) ―

負債及び資本合計 53,975 (100.0) ― (  ―) ―
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 前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

区 分 金 額（百万円） 
構成比

(％) 
金 額（百万円） 

構成比

(％) 

比較増減(△)
（百万円）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本    

  資本金 ― 6,632  

  資本剰余金 ― 199  

   資本準備金 ― 199  

  利益剰余金 ― △2,382  

   その他利益剰余金 ― △2,382  

   繰越利益剰余金 ― △2,382  

  自己株式 ― △21  

  株主資本合計 ― 4,428 ( 7.6) ―

Ⅱ 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 ― 731  

  土地再評価差額金 ― △2,015  

  評価・換算差額等合計 ― △1,283 (△2.2) ―

 純資産合計 ― 3,144 ( 5.4) ―

 負債及び純資産合計 ― 58,268 (100.0) ―
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(２) 損益計算書 

（9ページ） 

【訂正前】 

 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 

区 分 金 額（百万円） 
百分比
(％) 

金 額（百万円） 
百分比
(％) 

比較増減(△)
（百万円）

  

Ⅰ 売上高  

  完成工事高 76,834 82,807  

  不動産事業等売上高 1,206 78,041 (100.0) 861 83,669 (100.0) 5,627

Ⅱ 売上原価  

  完成工事原価 71,758 78,335  

  不動産事業等売上原価 1,083 72,841 (93.3) 718 79,053 (94.5) 6,212

  売上総利益  

   完成工事総利益 5,076 4,472  

   不動産事業等総利益 123 5,199 (6.7) 143 4,615 (5.5) △584

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,304 (4.3) 3,203 (3.8) △101

  営業利益 1,894 (2.4) 1,412 (1.7) △482

Ⅳ 営業外収益  

  受取利息配当金 49 51  

  受取地代家賃 57 45  

  その他営業外収益 40 147 (0.2) 38 136 (0.2) △11

Ⅴ 営業外費用  

 支払利息 479 434  

 その他営業外費用 68 547 (0.7) 105 539 (0.6) △7

 経常利益 1,495 (1.9) 1,009 (1.2) △486

Ⅵ 特別利益  

 前期損益修正益 22 17  

 貸倒引当金戻入益 ― 49  

 投資有価証券売却益 0 115  

 固定資産売却益 45 2  

 厚生年金基金解散益 189 257 (0.3) ― 184 (0.2) △72

Ⅶ 特別損失  

 前期損益修正損 86 53  

 固定資産売却損 56 36  

 減損損失 59 19  

 販売用不動産評価損 121 10  

 貸倒引当金繰入額 98 17  

 関係会社株式評価損 ― 12  

 適格年金終了損 58 ―  

 その他特別損失 16 497 (0.6) 1 150 (0.2) △346

 税引前当期純利益 1,254 (1.6) 1,043 (1.2) △211

 法人税、住民税及び事業税 64 65  

 法人税等調整額 278 342 (0.4) △25 39 (0.0) △302

 当期純利益 911 (1.2) 1,003 (1.2) 91

 前期繰越損失 1,125 ― 

 土地再評価差額金取崩額 216 ― 

 当期未処分利益 2 ― 
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【訂正後】 

 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 

区 分 金 額（百万円） 
百分比
(％) 

金 額（百万円） 
百分比
(％) 

比較増減(△)
（百万円）

  
Ⅰ 売上高  

  完成工事高 76,382 80,838  

  不動産事業等売上高 1,206 77,589 (100.0) 861 81,700 (100.0) 4,111

Ⅱ 売上原価  

  完成工事原価 72,107 78,899  

  不動産事業等売上原価 1,083 73,190 (94.3) 718 79,617 (97.5) 6,427

  売上総利益  

   完成工事総利益 4,275 1,939  

   不動産事業等総利益 123 4,398 (5.7) 143 2,082 (2.5) △2,315

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,304 (4.3) 3,203 (3.9) △101

  営業利益 1,094 (1.4) ― (―) △1,094

  営業損失 ― (―) 1,120 （△1.4） 1,120

Ⅳ 営業外収益  

  受取利息配当金 49 51  

  受取地代家賃 57 45  

  その他営業外収益 40 147 (0.2) 38 136 (0.2) △11

Ⅴ 営業外費用  

 支払利息 479 434  

 その他営業外費用 68 547 (0.7) 105 539 (0.7) △7

 経常利益 694 (0.9) ― (―) △694

  経常損失 ― (―) 1,523 （△1.9） 1,523

Ⅵ 特別利益  

 前期損益修正益 22 17  

 貸倒引当金戻入益 ― 49  

 投資有価証券売却益 0 115  

 固定資産売却益 45 2  

 厚生年金基金解散益 189 257 (0.3) ― 184 (0.2) △72

Ⅶ 特別損失  

 前期損益修正損 86 62  

 固定資産売却損 56 36  

 減損損失 59 19  

 販売用不動産評価損 121 10  

 貸倒引当金繰入額 98 17  

 関係会社株式評価損 ― 12  

 適格年金終了損 58 ―  

 その他特別損失 16 497 (0.6) 1 159 (0.2) △338

 税引前当期純利益 453 (0.6) ― (―) △453

 税引前当期純損失 ― (―) 1,497 （△1.9） 1,497

 法人税、住民税及び事業税 64 65  

 法人税等調整額 278 342 (0.5) △25 39 (0.0) △302

 当期純利益 110 (0.1) ― (―) △110

 当期純損失 ― (―) 1,537 （△1.9） 1,537

 前期繰越損失 1,212 ― 

 土地再評価差額金取崩額 216 ― 

 当期未処理損失 885 ― 
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(３) 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 

（10 ページ） 

【訂正前】 

  利益処分計算書 

前事業年度 

（平成18年３月期） 

 

金額（百万円） 

   

Ⅰ 当期未処分利益  2 

   

Ⅱ 利益処分額  ― 

   

Ⅲ 次期繰越利益  2 

   

 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 株主資本合計

平成 18年 3月 31 日残高 

（百万円） 
6,432 ― 2 △17 6,417 

事業年度中の変動額      

新株の発行 199 199 ― ― 399 

当期純利益 ― ― 1,003 ― 1,003 

自己株式の取得 ― ― ― △4 △4 

土地再評価差額金の取崩 ― ― 40 ― 40 

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） 
199 199 1,044 △4 1,440 

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
6,632 199 1,047 △21 7,857 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価･換算差額

等合計 

純資産合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 

（百万円） 
1,082 △1,974 △891 5,525 

事業年度中の変動額     

新株の発行 ― ― ― 399 

当期純利益 ― ― ― 1,003 

自己株式の取得 ― ― ― △4 

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― 40 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△350 △40 △391 △391 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△350 △40 △391 1,048 

平成 19 年３月 31 日 残高 
（百万円） 

731 △2,015 △1,283 6,574 
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【訂正後】 

  損失処理計算書 

前事業年度 

（平成18年３月期） 

 

金額（百万円） 

   

Ⅰ 当期未処理損失  885 

   

Ⅱ 次期繰越損失  885 

   

 

 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 株主資本合計

平成 18年 3月 31 日残高 

（百万円） 
6,432 ― △885 △17 5,529 

事業年度中の変動額      

新株の発行 199 199 ― ― 399 

当期純損失 ― ― △1,537 ― △1,537 

自己株式の取得 ― ― ― △4 △4 

土地再評価差額金の取崩 ― ― 40 ― 40 

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） 

199 199 △1,496 △4 △1,100 

平成 19 年３月 31 日 残高 
（百万円） 

6,632 199 △2,382 △21 4,428 

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価･換算差額

等合計 

純資産合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 
（百万円） 

1,082 △1,974 △891 4,637 

事業年度中の変動額     

新株の発行 ― ― ― 399 

当期純損失 ― ― ― △1,537 

自己株式の取得 ― ― ― △4 

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― 40 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△350 △40 △391 △391 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△350 △40 △391 △1,492 

平成 19 年３月 31 日 残高 
（百万円） 

731 △2,015 △1,283 3,144 
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(４) キャッシュフロー計算書 

（11 ページ） 

【訂正前】 

 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 

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,254 1,043 △211 
減価償却費 207 176 △30 
減損損失 59 19 △40 
固定資産売却益 △45 △2 42 
固定資産売却損 56 36 △20 
固定資産除却損 2 1 △1 
投資有価証券売却益 △0 △115 △115 
投資有価証券売却損 0 ― △0 
新株発行費償却 17 17 ― 
社債発行費償却 ― 0 0 
関係会社株式評価減 ― 12 12 
出資金償却損 1 ― △1 
出資金運用損益 ― △0 △0 
貸倒引当金の増加・減少(△)額 △4 △1,378 △1,374 
退職給付引当金の増加・減少(△)額 158 43 △115 
工事損失引当金の増加・減少(△)額 △34 ― 34 
債務保証損失引当金の増加・減少(△)額 △13 △13 ― 
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額 0 △3 △3 
賞与引当金の増加・減少(△)額 17 15 △2 
受取利息及び受取配当金 △49 △51 △1 
支払利息 479 434 △44 
特別退職金等 △1 ― 1 
売上債権の減少・増加(△)額 △117 △10,794 △10,676 
たな卸資産の減少・増加(△)額 4,126 1,742 △2,384 
その他資産の減少・増加(△)額 725 1,640 915 
仕入債務の増加・減少(△)額 93 3,565 3,471 
未成工事受入金の増加・減少(△)額 △4,994 992 5,986 
その他負債の増加・減少(△)額 △1,163 64 1,228 

小   計 775 △2,553 △3,328 
利息及び配当金の受取額 48 50 1 
利息の支払額 △477 △432 44 
特別退職金等の支払額 △1 ― 1 
法人税等の支払額 △82 △53 28 

営業活動によるキャッシュ・フロー 263 △2,988 △3,252 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △16 △28 △11 
投資有価証券の売却による収入 20 242 222 
出資金回収による収入 1 0 △0 
有形・無形固定資産の取得による支出 △2 △10 △7 
有形・無形固定資産の売却による収入 1,108 374 △734 
貸付けによる支出 △261 △153 108 
貸付金の回収による収入 230 176 △54 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,078 600 △477 
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・減少(△)額 △4,230 3,911 8,141 
長期借入れによる収入 10,381 ― △10,381 
長期借入金の返済による支出 △11,271 △3,366 7,904 
社債発行による収入 ― 993 993 
社債償還による支出 ― △0 △0 
自己株式の売買による収支 △6 △4 2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,126 1,534 6,660 
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △3,784 △853 2,930 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,679 2,895 △3,784 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,895 2,041 △853 
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【訂正後】 

 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 

 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 453 △1,497 △1,951 
減価償却費 207 176 △30 
減損損失 59 19 △40 
固定資産売却益 △45 △2 42 
固定資産売却損 56 36 △20 
固定資産除却損 2 1 △1 
投資有価証券売却益 △0 △115 △115 
投資有価証券売却損 0 ― △0 
新株発行費償却 17 17 ― 
社債発行費償却 ― 0 0 
関係会社株式評価減 ― 12 12 
出資金償却損 1 ― △1 
出資金運用損益 ― △0 △0 
貸倒引当金の増加・減少(△)額 △4 △1,378 △1,374 
退職給付引当金の増加・減少(△)額 158 43 △115 
工事損失引当金の増加・減少(△)額 210 650 439 
債務保証損失引当金の増加・減少(△)額 △13 △13 ― 
完成工事補償引当金の増加・減少(△)額 0 △3 △3 
賞与引当金の増加・減少(△)額 17 15 △2 
受取利息及び受取配当金 △49 △51 △1 
支払利息 479 434 △44 
特別退職金等 △1 ― 1 
売上債権の減少・増加(△)額 151 △8,665 △8,816 
たな卸資産の減少・増加(△)額 3,973 1,895 △2,078 
その他資産の減少・増加(△)額 725 1,640 915 
仕入債務の増加・減少(△)額 350 3,327 2,977 
未成工事受入金の増加・減少(△)額 △4,812 831 5,643 
その他負債の増加・減少(△)額 △1,163 71 1,235 

小   計 775 △2,553 △3,328 
利息及び配当金の受取額 48 50 1 
利息の支払額 △477 △432 44 
特別退職金等の支払額 △1 ― 1 
法人税等の支払額 △82 △53 28 

営業活動によるキャッシュ・フロー 263 △2,988 △3,252 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △16 △28 △11 
投資有価証券の売却による収入 20 242 222 
出資金回収による収入 1 0 △0 
有形・無形固定資産の取得による支出 △2 △10 △7 
有形・無形固定資産の売却による収入 1,108 374 △734 
貸付けによる支出 △261 △153 108 
貸付金の回収による収入 230 176 △54 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,078 600 △477 
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・減少(△)額 △4,230 3,911 8,141 
長期借入れによる収入 10,381 ― △10,381 
長期借入金の返済による支出 △11,271 △3,366 7,904 
社債発行による収入 ― 993 993 
社債償還による支出 ― △0 △0 
自己株式の売買による収支 △6 △4 2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,126 1,534 6,660 
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △3,784 △853 2,930 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,679 2,895 △3,784 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,895 2,041 △853 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

【訂正前】 

＜記載なし＞ 

 

【訂正後】 

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 

――――― 当社は、平成19年12月3日に大阪支店において不適切な原価

処理が行われていたことが判明したことを受けて、この不適切

な処理内容について厳正な調査を行い、公表済財務諸表（中間

を含む）の記載内容について見直しを行った。 

これにより、平成19年3月期においては、完成工事総利益が

大幅に減少し、多額の営業損失（1,120百万円）、経常損失（1,523

百万円）、及び、当期純損失（1,537百万円）を計上することと

なり、利益剰余金が多額のマイナスとなった。また、重要なマ

イナスの営業キャッシュ・フロー（2,988百万円）を計上して

いる。 

これらの結果、平成16年10月に策定した「中期経営改善計画」

を大幅に下回り、その達成が困難となったことから、今後の資

金繰りへの影響が懸念され、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在している。 

当社は、当該状況を解消すべく、平成20年1月28日開催の取

締役会において、「新中期経営計画」及び「資金繰り計画」を

決議し、今後、収益率を高め財務体質の強化を早急に図り、企

業存続から堅実な発展に向けて更なる抜本的改革を推し進め

てゆく所存であるが、当該計画を遂行してゆく過程において必

要となる資金については、主力金融機関より支援方針の継続に

つき協力して頂けることとなっており、当面資金不足等は発生

しないものと見込んでいる。 

よって、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表に反映していない。

なお、今般策定した「新中期経営計画」は、「意識改革、技

術力・施工力強化、経営改革」の推進を基本方針としているが、

その概要は、以下の通りである。 

(1)収益力のある経営体質の構築 

①統廃合等本支店組織の見直しによる組織の効率化や、必要

な部署の組織強化により、適正配置を進め、本経営計画の

達成を確実なものとする組織体系とする。 

②役員報酬の削減、執行役員の年俸削減、早期退職制度の実

施による従業員に係る経費の削減等による経費削減の実

施。 

③キャッシュ・フローを意識した業務改善による営業キャッ

シュ・フローを好転させ、有利子負債の削減、財務体質の

健全化を推進する。 

④経営資源を最大限活用したコスト競争力を強化する。「社

内体制の強化」、「発注方法の取組み方」、「社員の意識改革」

をテーマに安定した利益確保のための方策を実施し、利益

構造の改善を図る。 

(2)部門別・ブロック別戦略の策定 

建築部門、土木部門、リニューアル部門毎に、また、北陸、

東京、大阪、名古屋ブロック毎にその特性（強み）を生かし

た戦略を策定、確実に実施していく。 

(3)不適切な原価処理の再発防止策 

コンプライアンス体制の充実・強化、及び、社内監視体制

の強化のための各種施策を確実に実施する。 
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重要な会計方針 

（12、13 ページ） 

【訂正前】 

項  目 

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 （1）貸倒引当金 

＜略＞ 

（1）貸倒引当金 

＜略＞ 

 （2）完成工事補償引当金 

＜略＞ 

（2）完成工事補償引当金 

＜略＞ 

 （3）賞与引当金 

＜略＞ 

（3）賞与引当金 

＜略＞ 

 （4）退職給付引当金 

＜略＞ 

（4）退職給付引当金 

＜略＞ 

 （5）債務保証損失引当金 

＜略＞ 

（5）債務保証損失引当金 

＜略＞ 

６.完成工事高の計上

基準 

請負金額１億円以上の長期工事（工期1年以上）

については工事進行基準を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用している。なお、工事進

行基準による完成工事高は21,153百万円、完成工

事総利益は1,042百万円である。 

（会計方針の変更） 

従来「工期1年以上、請負金額5億円以上」の長期

大型工事について、工事進行基準を適用していた

が、工事進行基準の適用範囲を、請負金額1億円

以上の長期工事（工期1年以上）に変更した。 

この変更は、経済環境等の変化により受注工事の

請負金額が小型化傾向にあり、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、期間損益計算の

更なる適正化を図るために行ったものである。 

この変更により、従来の基準によった場合に比

べ、完成工事高が1,762百万円、売上総利益、営

業利益、経常利益、及び税引前当期純利益が79

百万円それぞれ増加している。 

請負金額１億円以上の長期工事（工期1年以上）

については工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用している。なお、工

事進行基準による完成工事高は41,635百万円、

完成工事総利益は2,144百万円である。 
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【訂正後】 

項  目 

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 （1）貸倒引当金 

＜略＞ 

（1）貸倒引当金 

＜略＞ 

 （2）完成工事補償引当金 

＜略＞ 

（2）完成工事補償引当金 

＜略＞ 

 （3）工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備えるため、期

末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見積もることができ

る工事について、損失見込額を計上してい

る。 

（3）工事損失引当金 

同 左 

 （4）賞与引当金 

＜略＞ 

（4）賞与引当金 

＜略＞ 

 （5）退職給付引当金 

＜略＞ 

（5）退職給付引当金 

＜略＞ 

 （6）債務保証損失引当金 

＜略＞ 

（6）債務保証損失引当金 

＜略＞ 

６.完成工事高の計上

基準 

請負金額１億円以上の長期工事（工期1年以上）

については工事進行基準を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用している。なお、工事進

行基準による完成工事高は20,701百万円、完成工

事総利益は432百万円である。 

（会計方針の変更） 

従来「工期1年以上、請負金額5億円以上」の長期

大型工事について、工事進行基準を適用していた

が、工事進行基準の適用範囲を、請負金額1億円

以上の長期工事（工期1年以上）に変更した。 

この変更は、経済環境等の変化により受注工事の

請負金額が小型化傾向にあり、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、期間損益計算の

更なる適正化を図るために行ったものである。 

この変更により、従来の基準によった場合に比

べ、完成工事高が1,737百万円、売上総利益、営

業利益、経常利益、及び税引前当期純利益が54

百万円それぞれ増加している。 

請負金額１億円以上の長期工事（工期1年以上）

については工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用している。なお、工

事進行基準による完成工事高は39,667百万円、

完成工事総利益は△47,380百万円である。 
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会計処理方法の変更 

（14ページ） 

【訂正前】 

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）

を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、6,574百万

円である。 

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いる。 

 

【訂正前】 

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）

を適用している。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、3,144百万

円である。 

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いる。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（15、16 ページ） 

【訂正前】 

前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

１．関係会社に対するものは次のとおりである。 

支払手形及び工事未払金 1,416百万円 

１．関係会社に対するものは次のとおりである。 

支払手形及び工事未払金 1,432百万円 

９．資本の欠損の額は 14百万円である。 ―――― 

 

【訂正後】 

前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成19年３月31日現在） 

１．関係会社に対するものは次のとおりである。 

支払手形及び工事未払金 1,417百万円 

１．関係会社に対するものは次のとおりである。 

支払手形及び工事未払金 1,433百万円 

９．資本の欠損の額は 902百万円である。 ―――― 
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（税効果会計関係） 

（21ページ） 

【訂正前】 

前事業年度 
(平成18年３月31日現在) 

当事業年度 

(平成19年３月31日現在) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

繰延税金資産   

 販売用不動産損金否認額 2,077 百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,925  

 退職給付引当金損金算入限度超過額 831  

 減損損失 369  

 税務上の繰越欠損金 2,999  

 その他 566  

繰延税金資産小計 8,769  

評価性引当額 △8,769  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債  

 前払年金費用 △73  

 その他有価証券等評価差額金 △733  

繰延税金負債合計 △807  

繰延税金資産（負債）の純額 △807   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

繰延税金資産   

 販売用不動産損金否認額 1,520 百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,238  

 退職給付引当金損金算入限度超過額 845  

 減損損失 212  

 税務上の繰越欠損金 2,987  

 その他 490  

繰延税金資産小計 8,295  

評価性引当額 △8,295  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債  

 前払年金費用 △76  

 その他有価証券等評価差額金 △490  

繰延税金負債合計 △566  

繰延税金資産（負債）の純額 △566   

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 

 

法定実効率 40.4 ％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.8  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5  

住民税均等割等 4.1  

評価性引当金 △26.9  

その他 △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.3  
 

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 

 

法定実効率 40.4 ％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.1  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7  

住民税均等割等 4.7  

評価性引当金 △44.9  

土地再評価差額金の取崩 △6.8  

その他 0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.8  
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【訂正後】 

前事業年度 
(平成18年３月31日現在) 

当事業年度 

(平成19年３月31日現在) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

繰延税金資産   

 販売用不動産損金否認額 2,077 百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,925  

 退職給付引当金損金算入限度超過額 831  

 減損損失 369  

 工事損失引当金 99  

 税務上の繰越欠損金 3,235  

 その他 586  

繰延税金資産小計 9,124  

評価性引当額 △9,124  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債  

 前払年金費用 △73  

 その他有価証券等評価差額金 △733  

繰延税金負債合計 △807  

繰延税金資産（負債）の純額 △807   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

繰延税金資産   

 販売用不動産損金否認額 1,520 百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,238  

 退職給付引当金損金算入限度超過額 845  

 減損損失 212  

 工事損失引当金 362  

 税務上の繰越欠損金 3,931  

 その他 549  

繰延税金資産小計 9,661  

評価性引当額 △9,661  

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債  

 前払年金費用 △76  

 その他有価証券等評価差額金 △490  

繰延税金負債合計 △566  

繰延税金資産（負債）の純額 △566   

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 

 

法定実効率 40.4 ％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 29.9  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.5  

住民税均等割等 11.4  

評価性引当金 55.2  

土地再評価差額金の取崩 △58.4  

その他 △1.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.6  
 

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 

 

 税引前当期純損失のため記載していない。 
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（関連当事者との取引） 

（22ページ） 

【訂正前】 

Ⅰ 前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 子会社等 

関係内容 
属
性 

会社等の 
名称 

住所 
資本金
(百万円)

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

石川舗道㈱ 
※ 

石川県 
小松市 

30
舗装工事及
び舗装材料
の販売 

(所有)
直接 
19.6% 

兼任 1名
当社施工工
事の発注 

工事の発注 22 工事未払金 10

㈱真和 
石川県 
金沢市 

50

建築請負及
び資材の販
売不動産事
業 

(所有)
直接 
25% 

兼任 1名

当社施工工
事の発注 
資材等の購
入 

工事の発注
資材の購入

3,571 
支払手形及
び工事未払
金 

1,405

ﾋﾟｰｴﾑｺﾝｸﾘｰﾄ
㈱ 

石川県 
白山市 

50
生コンクリ
ートの製造
販売 

(所有)
直接 
39% 

兼任 1名 資材購入 ― ― ― ―

関
連 
会
社 
 

白山ｺﾞﾙﾌ㈱ 
※ 

石川県
能美市 

200
ゴルフ場の
経営 

(所有)
直接 
19.9% 

― 工事の受注 ― ― ― ―

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 

 

Ⅱ 当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 子会社等 

関係内容 
属
性 

会社等の 
名称 

住所 
資本金
(百万円)

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

石川舗道㈱ 
※ 

石川県 
小松市 

30
舗装工事及
び舗装材料
の販売 

(所有)
直接 
19.6% 

兼任 1名
当社施工工
事の発注 

工事の発注 72 
支払手形及
び工事未払
金 

20

㈱真和 
石川県 
金沢市 

50

建築請負及
び資材の販
売不動産事
業 

(所有)
直接 
25% 

兼任 1名

当社施工工
事の発注 
資材等の購
入 

工事の発注
資材の購入

3,563 
支払手形及
び工事未払
金 

1,411

ﾋﾟｰｴﾑｺﾝｸﾘｰﾄ
㈱ 

石川県 
白山市 

50
生コンクリ
ートの製造
販売 

(所有)
直接 
39% 

兼任 1名 資材購入 ― ― ― ―

関
連 
会
社 
 

白山ｺﾞﾙﾌ㈱ 
※ 

石川県
能美市 

200
ゴルフ場の
経営 

(所有)
直接 
19.9% 

― 工事の受注 ― ― ― ―

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 
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【訂正後】 

Ⅰ 前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 子会社等 

関係内容 
属
性 

会社等の 
名称 

住所 
資本金
(百万円)

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

石川舗道㈱ 
※ 

石川県 
小松市 

30
舗装工事及
び舗装材料
の販売 

(所有)
直接 
19.6% 

兼任 1名
当社施工工
事の発注 

工事の発注 22 工事未払金 10

㈱真和 
石川県 
金沢市 

50

建築請負及
び資材の販
売不動産事
業 

(所有)
直接 
25% 

兼任 1名

当社施工工
事の発注 
資材等の購
入 

工事の発注
資材の購入

3,571 
支払手形及
び工事未払
金 

1,406

ﾋﾟｰｴﾑｺﾝｸﾘｰﾄ
㈱ 

石川県 
白山市 

50
生コンクリ
ートの製造
販売 

(所有)
直接 
39% 

兼任 1名 資材購入 ― ― ― ―

関
連 
会
社 
 

白山ｺﾞﾙﾌ㈱ 
※ 

石川県
能美市 

200
ゴルフ場の
経営 

(所有)
直接 
19.9% 

― 工事の受注 ― ― ― ―

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 

 

Ⅱ 当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 子会社等 

関係内容 
属
性 

会社等の 
名称 

住所 
資本金
(百万円)

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

石川舗道㈱ 
※ 

石川県 
小松市 

30
舗装工事及
び舗装材料
の販売 

(所有)
直接 
19.6% 

兼任 1名
当社施工工
事の発注 

工事の発注 72 
支払手形及
び工事未払
金 

20

㈱真和 
石川県 
金沢市 

50

建築請負及
び資材の販
売不動産事
業 

(所有)
直接 
25% 

兼任 1名

当社施工工
事の発注 
資材等の購
入 

工事の発注
資材の購入

3,563 
支払手形及
び工事未払
金 

1,412

ﾋﾟｰｴﾑｺﾝｸﾘｰﾄ
㈱ 

石川県 
白山市 

50
生コンクリ
ートの製造
販売 

(所有)
直接 
39% 

兼任 1名 資材購入 ― ― ― ―

関
連 
会
社 
 

白山ｺﾞﾙﾌ㈱ 
※ 

石川県
能美市 

200
ゴルフ場の
経営 

(所有)
直接 
19.9% 

― 工事の受注 ― ― ― ―

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記各社への当社施工工事の発注及び資材等の購入については市場価格を参考に決定している。 

２ 上記各社からの工事受注については市場価格を参考に一般的取引条件と同様に決定している。 

３．※持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としている。 
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（１株当たり情報） 

（23ページ） 

【訂正前】 

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 △146.74円 

１株当たり当期純利益 20.65円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6.68円 

 

１株当たり純資産額 △117.41円 

１株当たり当期純利益 22.64円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 7.16円 

 

(注)１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

である。 

 

 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  

当期純利益 （百万円） 911 1,003 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ―― ―― 

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 911 1,003 

普通株式の期中平均株式数 （千 株） 44,134 44,321 

  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 

当期純利益調整額 （百万円） ―― ―― 

普通株式増加数 （千 株） 92,307 95,822 

（うち第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債未行使分） 

（千 株） ―― ( 3,514) 

（うちＡ種優先株式） （千 株） (46,153) (46,153) 

（うちＢ種優先株式） （千 株） (46,153) (46,153) 

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 

―――― ―――― 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
 前事業年度末 

（平成18年３月31日）

当事業年度末 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 （百万円） ― 6,574 

純資産の部の合計額から控除する
金額 

（百万円） ― 12,000 

（うちＡ種優先株式払込金額） （百万円） （―） (6,000) 

（うちＢ種優先株式払込金額） （百万円） （―） (6,000) 

普通株式に係る期末の純資産額 （百万円） ― △5,425 

１株当たり純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数 

（千 株） ― 46,213 
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【訂正後】 

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 △166.88円 

１株当たり当期純利益 2.51円 

１株当たり純資産額 △191.62円 

１株当たり当期純損失 34.69円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0.81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

当期純利益金額は、１株当

たり当期純損失が計上され

ているため、記載していな

い。 

(注)１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

である。 

 

 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  

当期純損益 （百万円） 110 △1,537 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ―― ―― 

普通株式に係る当期純損益 （百万円） 110 △1,537 

普通株式の期中平均株式数 （千 株） 44,134 44,321 

  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 

当期純利益調整額 （百万円） ―― ―― 

普通株式増加数 （千 株） 92,307 ―― 

（うち第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債未行使分） 

（千 株） ―― ―― 

（うちＡ種優先株式） （千 株） (46,153) ―― 

（うちＢ種優先株式） （千 株） (46,153) ―― 

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 

―――― Ａ種優先株式12百万株 
Ｂ種優先株式12百万株 
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債12個 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
 前事業年度末 

（平成18年３月31日）
当事業年度末 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 （百万円） ― 3,144 

純資産の部の合計額から控除する
金額 

（百万円） ― 12,000 

（うちＡ種優先株式払込金額） （百万円） （―） (6,000) 

（うちＢ種優先株式払込金額） （百万円） （―） (6,000) 

普通株式に係る期末の純資産額 （百万円） ― △8,855 

１株当たり純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数 

（千 株） ― 46,213 
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４．受注・完成（売上）繰越工事高の状況 

（24ページ） 

(１) 建設事業 

 ② 完成工事高 

【訂正前】 

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（△） 
期別 

 

 

区分 
金  額 構成比率 金  額 構成比率 金  額 増減(△)率 

建築工事  60,173 百万円  78.3 ％  67,968 百万円  82.1 ％  7,795 百万円  13.0 ％

土木工事  16,661   21.7  14,838  17.9  △1,822   △10.9 

計  76,834   100.0  82,807  100.0  5,972   7.8 

 

【訂正後】 

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（△） 
期別 

 

 

区分 
金  額 構成比率 金  額 構成比率 金  額 増減(△)率 

建築工事  59,721 百万円  78.2 ％  66,125 百万円  81.8 ％  6,403 百万円  10.7 ％

土木工事  16,661   21.8  14,713  18.2  △1,947   △11.7 

計  76,382   100.0  80,838  100.0  4,456   5.8 

 

 

 ③ 繰越工事高 

【訂正前】 

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（△） 
期別 

 

 

区分 
金  額 構成比率 金  額 構成比率 金  額 増減(△)率 

建築工事  50,071 百万円  75.7 ％  49,866 百万円  73.7 ％  △205 百万円  △0.4 ％

土木工事  16,083   24.3  17,813  26.3  1,729   10.8 

計  66,154   100.0  67,679  100.0  1,524   2.3 

 

【訂正後】 

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（△） 
期別 

 

 

区分 
金  額 構成比率 金  額 構成比率 金  額 増減(△)率 

建築工事  50,517 百万円  75.9 ％  52,155 百万円  74.4 ％  1,638 百万円  3.2 ％

土木工事  16,083   24.1  17,937  25.6  1,854   11.5 

計  66,600   100.0  70,093  100.0  3,492   5.2 

 


