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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12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12月期 184,411 2.3 4,936 11.9 4,599 △8.1 △280 －

18年12月期 180,340 △4.5 4,410 1.0 5,002 28.4 1,603 －

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12月期 △6.26 － △0.7 3.0 2.7

18年12月期 35.83 － 3.9 3.2 2.4

（参考）持分法投資損益 19年12月期 91百万円 18年12月期 157百万円

(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12月期 157,985 42,569 25.4 898.23

18年12月期 148,170 43,516 27.8 919.04

（参考）自己資本 19年12月期 40,186百万円 18年12月期 41,132百万円

(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12月期 2,033 △3,372 9,254 22,534

18年12月期 △2,501 △1,795 △5,375 14,541

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － 9.00 9.00 402 25.1 1.0

19年12月期 － 9.00 9.00 402 － 1.0

20年12月期（予想） － 6.00 6.00 － 134.2 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 84,000 6.7 1,400 － 1,000 － 150 － 3.35

通期 175,000 △5.1 2,700 △45.3 2,100 △54.3 200 － 4.47
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４．その他

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

      

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17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」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12月期 44,940,557株 18年12月期 44,940,557株

②　期末自己株式数 19年12月期 200,393株 18年12月期 184,168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、43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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12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12月期 113,327 8.6 3,532 94.7 3,291 38.9 260 1.2

18年12月期 104,309 △12.5 1,814 △12.5 2,370 36.9 257 －

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12月期 5.83 －

18年12月期 5.76 －

(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12月期 92,122 20,323 22.1 454.13

18年12月期 82,329 20,614 25.0 460.46

（参考）自己資本 19年12月期 20,323百万円 18年12月期 20,614百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 47,800 15.9 300 － 250 － 50 － 1.12

通期 103,000 △9.1 900 △74.5 600 △81.8 △200 － △4.47

※　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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については３ページをご参照

ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計期間の経営成績

　当期のわが国経済は、堅調な輸出や民間設備投資に牽引され、緩やかな回復基調が続いてきましたが、下半期から

のサブプライムローン問題の深刻化や原油価格の高騰など、景気の先行きに対する不透明感を残すこととなりました。

　建設業界におきましては、民間建設投資は好調な企業業績を背景として、増加基調を持続してきましたが、改正建

築基準法の施行に伴う混乱による影響が顕在化し始めました。公共建設投資は、国及び地方公共団体とも依然として

縮減傾向にあったことから、引き続き厳しい価格競争を強いられる受注環境となりました。

　このような情勢のもと、当社は、市場ニーズの高度化・複雑化に対応するためのソリューション機能の強化や、不

動産開発等の投資型案件への積極的取り組み、官公庁工事における総合評価方式への対応力強化、ＦＰＳ（＝フクダ・

プロダクション・システム）による総コストの低減等を推進してまいりました。

　その結果、当期の連結業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、前期比2.3％増の1,844億円余となりました。利益面では、売上総利益は前期比7.3％増の169億円余、営

業利益は11.9％増の49億円余となり、また、経常利益は前期比8.1％減の45億円余となったものの、福祉事業を営む子

会社の保有する固定資産を減損したことなどから、当期純損失２億円余（前年同期は純利益16億円余）となりました。

　また、当社単体の業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、前期比8.6％増の1,133億円余となりました。利益面では、不動産開発物件の売却により、売上総利益は

前期比29.2％増の84億円余、営業利益は94.7％増の35億円余となり、また、経常利益は前期比38.9％増の32億円余、

当期純利益は前期比1.2％増の２億円余となりました。

　当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は以下のとおりであります。

　［受注工事］ 　

豊田通商㈱ 豊田通商　八王子マンション新築工事

㈱日商エステム エステムコート香里園新築工事

東京都 足立区千住大川町、千住元町付近再構築工事

新日鉄エンジニアリング㈱ ＪＯＧＭＥＣ／５００ＢＰＤ　ＧＴＬ実証プラント設計・建設

　［完成工事］

イオン㈱ イオン新潟南ショッピングセンター新築工事

㈲デュープレックス・イレブンス 池袋デュープレックスタワー新築工事

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路飯間（その２）工事

長倉農住土地区画整理組合 長倉農住土地区画整理事業施設築造並びに宅地造成工事

　なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。

(建設事業)

　売上高は前年同期比約0.7％減の1,594億円余となり、営業利益は前年同期比約40.1％減の16億円余となりました。

(不動産事業)

　売上高は前年同期比約37.3％増の162億円余となり、営業利益は前年同期比約396.4％増の24億円余となりました。

(その他事業)

　売上高は前年同期比約0.0％減の198億円となり、営業利益は前年同期比約28.8％減の11億円余となりました。

②次期の見通し

　今後のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速懸念や原油価格の高止まりによる石油

製品を中心とした物価上昇などといった不安定要素はあるものの、民間の設備投資や住宅投資を牽引役として、緩や

かな回復基調が続くものと予想されます。

　建設業界におきましては、民間建設投資は、改正建築基準法の施行に伴う混乱が終息し回復基調に向かうものと期

待されますが、公共建設投資は縮減傾向が継続するものと予想され、引き続き厳しい受注環境が続くものと思われま

す。

　これらの情勢を勘案して、通期（平成２０年１２月期）の連結業績につきましては、売上高1,750億円、営業利益27

億円、経常利益21億円、当期純利益２億円を見込んでおります。

　また、当社単独の業績につきましては、受注高1,010億円、売上高1,030億円、営業利益９億円、経常利益６億円、

当期純損失２億円の見込みであります。
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(2）財政状態に関する分析

　キャッシュ・フローにつきましては、工事及び不動産収支において収入超過となったため営業活動によるキャッ

シュ・フローが約20億円のプラスとなり、また必要な有形固定資産の取得により投資活動によるキャッシュ・フロー

は約33億円のマイナスとなっております。また建設事業の必要資金を確保するとともに、一部を借入金等の返済に充

当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは約92億円のプラス、有利子負債は、前期末に比べ実質約96億円の

増加となりました。

　また、第四銀行及びみずほ銀行をアレンジャーとして、13の金融機関と期間１年の協調融資枠（シンジケート方式

によるコミットメントライン）を200億円で更新設定しております。機動的な資金調達を確保し、資金効率を高め、有

利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりであります。

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 24.8 27.8 25.4

時価ベースの自己資本比率（％） 20.3 12.3 10.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 473.8 － 2,100.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.0 － 3.0

（注）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／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

　①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。

　②営業キャッシュ・フロー及び利払いは、それぞれ連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フロー及び利息の支払額を使用しております。

　③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すべての負債を対象としてお

ります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、企業価値の向上と更なる事業展開を進めるとともに、健全なグループ経営基盤を維持するため、内部留保

の充実を図りながら、経営環境やグループ業績の動向を総合的に勘案して利益還元に努めていくことを基本方針とい

たします。

　当期の配当につきましては、１株当たり年９円とさせていただきたいと考えております。また、次期の配当につき

ましては業績見込みを勘案し、年６円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業を展開していく上で、主要なリスクと考えられ、投資者の判断に重要な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。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在に

おいて当社グループが判断し、記載しているものであり、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありま

せん。

① 公共投資の動向

　公共投資の縮小傾向は今後も続くものと予想され、入札制度改革等諸条件の変更も相まって、受注競争は質的変化

を伴いながら一層激化するものと思われます。このような環境下、当社グループは技術提案力の強化や新技術の開発、

フクダプロダクションシステムによるコスト削減等により受注量と利益の確保に努めておりますが、低価格入札の傾

向が予想以上のスピードで拡大した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 新規事業の展開

　当社グループは、公共事業の縮小に対応する施策の一つとして、十分な検討を踏まえたうえで新規事業を展開して

いますが、想定外の要因により事業が計画通りに進展しない場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 大型工事受注及び不動産事業の展開

　民間工事のウエイトを戦略的に高める方針をとっており、一定の基準内で、不動産証券化型案件・大型立替工事案

件の受注に取り組むとともに、不動産事業への取り組みを進めておりますが、事業ポートフォリオを転換する過渡期

にあることから、営業活動に係るキャッシュフローが一時的に悪化する可能性があります。

　また、大型工事の予定利益率が悪化した場合や、不動産関連市場の急激な変化により事業が計画通りに進展しない

場合には、全体の事業の売上総利益率に影響を及ぼす可能性があります。

④ 信用リスク

　施工済みの工事代金を受領する前に、取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となること

により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 建設資材の価格変動

　建設工事のために調達している建設関連資材の大幅な価格変動が生じた場合は、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑥ 金融市場の変動

　金利水準及び株式市場に大幅な変動が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 労働災害

　当社グループの売上高の９割近くは建設事業であり、重大な労働災害を起こした場合は、関係諸官庁から工事入札

参加資格停止処分を受けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 法的規制等

　当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法、独占禁止法、

品質確保法、建設リサイクル法、産業廃棄物法等により法的な規制を受けております。これらの法律の改廃や新設、

適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、入札参加資格停止処分を

受けることなどにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 訴訟等

　係争中の事案や将来の訴訟等において、当社グループの主張や予測と相違する結果となった場合は、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社46社、関連会社９社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業、ゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業等各事業に関連するサー

ビスを幅広く展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業区

分と事業の種類別セグメントは同一であります。

建設事業 当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他26社、関連会社の創伸建設㈱他６社が建

設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。

不動産事業 当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田道路㈱他６社、関連会

社の㈱高建及び創伸建設㈱が不動産事業を行っております。

その他事業 子会社の福田道路㈱他14社、関連会社の創伸建設㈱他６社は建設工事関連資機材の賃貸や製造販売等を行っ

ており、当社はそれらの会社から建設工事に使用する資機材の仕入や賃借を行っております。また子会社

の㈱阿賀高原開発がゴルフ練習場とゴルフ場を経営しており、当社は、ゴルフ場施設の工事を受注してお

ります。同じく子会社のジークライト㈱が廃棄物の処理業及び鉱産物の採掘・販売業を行っており、当社

はそれらの会社と取引を行っております。また、子会社の㈱デザイン工房は福祉施設、㈱湯巡り万華郷は

温浴施設を、それぞれ経営しております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。 

 

そ の 他 事 業 

得      意      先 

当              社 

建  設  事  業 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ 福田リニューアル㈱ 
※１ ジークライト㈱ 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ アイギ建設㈱ 
※１ 神大建設㈱ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 

ジオテクサービス㈱ 
その他８社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱高建 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ 三立道路㈱ 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

不 動 産 事 業 

子会社 
※１ 福田道路 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 福田不動産㈱ 

その他２社 
関連会社 
※２ ㈱高建 
※２ 創伸建設㈱ 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ ジークライト㈱ 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ ピーエスシー㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 
※１ ㈱デザイン工房 
※１ ㈱湯巡り万華郷 

ジオテクサービス㈱ 
その他15社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ ㈱高建 

新潟舗材㈱ 
その他３社 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

不
動
産
売
買

賃
貸 

不
動
産
売
買

賃
貸
・
仲
介 

不
動
産
賃
貸 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。

３．フクダハウジング㈱は、当社の戸建住宅事業部門を平成20年４月１日に㈱リフレへ会社分割し、商号変更し

　たものであります。 

なお、最近の有価証券報告書（平成19年３月29日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略しております。
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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、「人と自然、社会と共存できる環境づくり」を基本理念として、お客様の抱く夢やご要望の一つ

ひとつにしっかりと向き合い、対応しきることを使命と考えております。今後とも、「多様な建設ニーズに総合的に

応えられる企業集団」を目指し、グループの総合力を高めてまいります。

　福田組単体としましては、「挑戦する企業体質のもと、人間と環境を大切にし、感動的価値の創造を目指す」こと

を経営理念に掲げ、顧客・株主・取引先・従業員などステークホルダーの満足を第一とする「グッドカンパニー」の

実現に向け、全社一丸となって取り組んでおります。

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　建設業界においては、公共事業は引き続き減少することが予想され、民間工事においても建設市場全体の供給過剰

を背景として熾烈な競争環境が継続しております。また、原価面においては、建設資材価格の高騰及び都市部を中心

とした外注コストの上昇など、収益を圧迫する要因が中長期化しております。先々を見通した迅速・的確な経営判断

と組織的な対応力が問われる時代となっております。

① 土木事業

　公共工事においては、一般競争入札方式や総合評価落札方式の拡大、地域要件の強化や見直しなど、競争条件の質

的変化が急速に進展しておりますが、発注官庁ごとの対応格差や運用方針の改定、調査基準価格への極端な集中など

制度的な過渡期にあり「決め手がない」状況が続いております。

　このような状況に対応するため、「情報収集・分析力」と「仮説・検証力」を強化するとともに、「総合評価落札

方式に対応した専門チームの再編と強化」「地域と分野の選択と集中」「グループ各社を含む拠点の統廃合」など、

経営効率の向上に向け、意思決定を早め、改革を強力に推進してまいります。

　また、民間分野についても、引き続き「プラント・エネルギー・環境修復・地盤改良等」の分野を中心に、鋭意取

り組んでまいる所存です。

② 建築事業

　民間工事においては、「改正建築基準法」と「まちづくり３法」の施行、サブプライムローン問題を背景とした「不

動産証券化市場の変化」や「建設資材の高騰と労務市場の逼迫」など、外部環境の変化による影響が大きく、散在し

ております。

　このような状況の中、当社が得意とする「マンション建設」「大型商業施設建設」分野の強化に加えて、組織横断

的な総合力の結集により、事業提案力・ＶＥ提案力をブラッシュアップし、物流・生産施設の新規開拓を進めるとと

もに、更なる収益力向上を図ります。

③ 不動産事業

　「開発推進部」「開発事業部」及び開発子会社である「株式会社ネオシティ」を中心に、不動産の流動化手法を活

用した大型商業施設、物流施設、共同住宅の開発、業務代行方式を含む宅地開発などを対象に、安定的な収益源を育

てるべく、出口戦略の徹底など慎重なる取り組みを前提に、積極的に推進してまいる所存であります。

④ フクダ・プロダクション・システム（ＦＰＳ）の推進強化

　当社は、平成14年からトヨタ生産方式を原点とするコスト削減活動「フクダ・プロダクション・システム（ＦＰ

Ｓ）」に注力しております。現場における材工分離と標準作業の仕組みを順次拡大し、工期の短縮やコスト削減・安

定的な品質の確保など一定の成果を得ており、お客様から高い評価をいただいております。

　ＦＰＳの成果をコストプランニングや設計といった川上に拡大するとともに、「事務所の３Ｓ」と「情報の整流化」

により経営の効率化を一層推し進め、総コストの低減に全社で取り組んでまいります。

⑤ グループ総合力の強化

　当社グループは、建設関連企業が多いことを特色としておりますが、この特色を生かした「バリューチェーン力の

強化」と「各社の得意分野を融合した新分野開拓」に一層注力し、グループ総合力を強化してまいります。

　特に、公共事業における「維持更新」分野は成長分野であり、かつ当社グループの垂直統合機能の強みを生かせる

分野でもあることから、「システムとしての差別化」を目指し、経営資源の投入と連携強化に取り組んでまいる所存

です。

　なお、これまで拡大してきた事業分野を徹底的に見直すとともに、不採算部門の撤退・企業再編に積極的に取り組

んでまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成18年12月31日)
当連結会計年度

(平成19年12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         

現金預金   14,767   22,775  8,008

受取手形・
完成工事未収入金等

※２
※４

 48,706   53,959  5,252

有価証券   20   20  0

販売用不動産   6,509   6,226  △283

未成工事支出金等   17,293   14,870  △2,423

不動産事業支出金   4,253   5,483  1,230

繰延税金資産   935   1,218  283

その他   5,891   5,069  △822

貸倒引当金   △592   △1,057  △465

流動資産合計   97,785 66.0  108,565 68.7 10,780

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物・構築物 ※４  31,647   31,393  △253

機械・運搬具・
工具器具・備品

  18,490   18,201  △288

土地
※３
※４

 19,775   19,823  48

建設仮勘定   1   183  181

減価償却累計額   △32,790   △33,536  △745

有形固定資産合
計

  37,124   36,066  △1,058

２　無形固定資産         

 　　 のれん   7   212  204

その他   442   1,592  1,149

無形固定資産合
計

  450   1,804  1,353

３　投資その他の資産         

投資有価証券 ※１  7,229   7,061  △167

長期貸付金   1,508   1,451  △57

破産債権・更生債権
等

 986   861    

貸倒引当金  △978 7  △857 4  △3

繰延税金資産   1,593   1,663  70

その他   3,007   2,736  △270

貸倒引当金   △536   △1,367  △831

投資その他の
資産合計

  12,810   11,549  △1,261

固定資産合計   50,385 34.0  49,419 31.3 △965

資産合計   148,170 100  157,985 100 9,815
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前連結会計年度

(平成18年12月31日)
当連結会計年度

(平成19年12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         

支払手形・工事未払金
等

※２  37,633   42,036  4,403

短期借入金 ※４  27,219   36,379  9,159

未払法人税等   558   1,362  803

繰延税金負債   0   0  0

未成工事受入金等   11,955   8,450  △3,504

賞与引当金   285   190  △95

修繕引当金   9   9  0

完成工事補償引当金   172   218  45

工事損失引当金   296   413  116

賠償損失引当金   170   170  ―

その他   4,131   4,067  △63

流動負債合計   82,431 55.6  93,298 59.1 10,866

Ⅱ　固定負債         

長期借入金 ※４  5,817   6,333  516

繰延税金負債   146   138  △7

再評価に係る
繰延税金負債

 ※３  1,970   1,968  △2

退職給付引当金   4,825   4,282  △542

保証債務損失引当金   ―   56  56

会員預託金   7,026   6,845  △180

長期未払金   166   240  74

その他 ※４  2,270   2,251  △19

固定負債合計   22,222 15.0  22,117 14.0 △105

負債合計   104,654 70.6  115,415 73.1 10,761

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金   5,158 3.5  5,158 3.3 ―

資本剰余金   5,996 4.0  5,996 3.8 △0

利益剰余金   32,258 21.8  31,577 20.0 △680

自己株式   △95 △0.1  △102 △0.1 △7

株主資本合計   43,317 29.2  42,629 27.0 △687

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金

  719 0.5  463 0.3 △255

土地再評価差額金 ※３  △2,904 △1.9  △2,906 △1.9 △2

評価・換算差額等合計   △2,184 △1.4  △2,443 △1.6 △258

Ⅲ　少数株主持分   2,383 1.6  2,383 1.5 △0

純資産合計   43,516 29.4  42,569 26.9 △946

負債純資産合計   148,170 100  157,985 100 9,815
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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  152,730   151,897    

不動産事業売上高  11,673   16,162    

その他事業売上高  15,936 180,340 100 16,352 184,411 100 4,071

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価 ※１ 141,411   142,033    

不動産事業原価  10,048   11,879    

その他事業原価  13,083 164,543 91.2 13,540 167,453 90.8 2,910

売上総利益         

完成工事総利益  11,318   9,863    

不動産事業総利益  1,624   4,282    

その他事業総利益  2,853 15,797 8.8 2,811 16,957 9.2 1,160

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

 11,386 6.3  12,021 6.5 635

営業利益   4,410 2.5  4,936 2.7 525

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  70   142    

受取配当金  67   78    

負ののれん償却額  46   ―    

持分法による投資利
益 

 157   91    

匿名組合出資持分譲渡
益 

 936   ―    

雑収入  305 1,583 0.9 245 557 0.3 △1,026

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  605   660    

貸倒引当金繰入額  39   ―    

雑支出  345 991 0.6 233 893 0.5 △98

経常利益   5,002 2.8  4,599 2.5 △402
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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)

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※４ 137   10    

投資有価証券売却益  268   17    

退職給付引当金戻入額  2   ―    

持分変動利益  ―   108    

その他  21 430 0.2 151 288 0.1 △142

Ⅶ　特別損失         

前期損益修正損  126   13    

固定資産売却損 ※５ 40   17    

固定資産除却損 ※６ 153   101    

投資有価証券評価損  9   56    

販売用不動産評価損  416   471    

減損損失 ※７ ―   1,121    

課徴金納付見込額  219   ―    

賠償損失引当金繰入
額 

 170   ―    

貸倒引当金繰入額  ―   1,002    

保証債務損失引当金繰
入額 

 ―   56    

その他  118 1,252 0.7 512 3,353 1.8 2,100

税金等調整前当期純利
益

  4,179 2.3  1,534 0.8 △2,645

法人税、住民税
及び事業税

 991   1,817    

法人税等調整額  1,490 2,481 1.4 △187 1,629 0.9 △852

少数株主利益   94 0.0  184 0.1 90

当期純利益又は
当期純損失(△)

  1,603 0.9  △280 △0.2 △1,883

         

－ 12 －

㈱福田組　（1899）　平成19年12月期決算短信



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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17年12日31日残高

（百万円）
5,158 5,997 31,418 △87 42,486

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △403  △403

当期純利益   1,603  1,603

連結範囲の変更   △143  △143

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   △217  △217

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）
― △0 839 △7 831

平成18年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
1,030 △2,068 △1,038 2,225 43,673

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △403

当期純利益     1,603

連結範囲の変更     △143

自己株式の取得     △8

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の取崩     △217

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△311 △835 △1,146 158 △988

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△311 △835 △1,146 158 △157

平成18年12月31日残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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12日31日残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △402  △402

当期純損失   △280  △280

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分  △0  1 1

土地再評価差額金の取崩   2  2

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）
― △0 △680 △7 △687

平成19年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 31,577 △102 42,629

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △402

当期純損失     △280

自己株式の取得     △8

自己株式の処分     1

土地再評価差額金の取崩     2

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△255 △2 △258 △0 △258

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△255 △2 △258 △0 △946

平成19年12月31日残高

（百万円）
463 △2,906 △2,443 2,383 42,569
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  4,179 1,534 △2,645

減価償却費  1,701 1,653 △48

減損損失  ― 1,121 1,121

のれん償却額  ― 26 26

負ののれん償却額  △46 ― 46

貸倒引当金の増加額  193 1,392 1,198

賞与引当金の減少額  △38 △104 △65

退職給付引当金の減少額  △545 △542 2

工事損失引当金の増加額  98 116 18

賠償損失引当金の増加額  170 ― △170

保証債務損失引当金の増加額  ― 56 56

その他引当金の増加額  85 45 △39

受取利息及び受取配当金  △137 △220 △82

支払利息  605 660 54

有価証券・投資有価証券評価損  69 162 92

有価証券・投資有価証券売却益  △268 △10 258

匿名組合出資持分譲渡益  △936 ― 936

持分変動利益  ― △108 △108

有形固定資産売却損益  △104 △0 103

持分法による投資利益  △157 △91 65

売上債権の減少額(△増加額)  6,856 △5,303 △12,159

棚卸資産の減少額  2,942 1,505 △1,436

その他資産の減少額(△増加額)  △260 484 745

仕入債務の増加額(△減少額)  △12,967 4,353 17,320

未成工事受入金の減少額  △1,117 △2,554 △1,437

その他負債の減少額  △1,689 △831 858

その他  261 127 △133

小計  △1,106 3,471 4,577

利息及び配当金の受取額  135 237 101

利息の支払額  △599 △661 △61

法人税等の支払額  △1,295 △1,013 281

法人税等の還付額  364 ― △364

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,501 2,033 4,535

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △286 △351 △65

定期預金の払戻による収入  190 336 146

有価証券の取得による支出  ― △100 △100

有価証券の売却による収入  62 100 38

有形固定資産の取得による支出  △2,308 △2,493 △185

有形固定資産の売却による収入  535 42 △493

無形固定資産の取得による支出  △35 △1,162 △1,126

投資有価証券の取得による支出  △305 △75 229

投資有価証券の売却による収入  396 442 45

子会社株式の取得による支出  △224 △396 △172

子会社株式の売却による収入  ― 1 1

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 

 ― △55 △55

短期貸付金の純増加額  △21 △110 △89

長期貸付による支出  △1,142 △118 1,023

長期貸付金の回収による収入  27 314 287

その他投資活動による支出  △1,021 △200 821

その他投資活動による収入  2,337 454 △1,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,795 △3,372 △1,577
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前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額(△減少額)  △4,060 10,380 14,440

長期借入れによる収入  5,938 6,650 712

長期借入金の返済による支出  △6,830 △7,354 △523

少数株主の払込による収入  ― 3 3

自己株式の取得による支出  △8 △11 △2

自己株式の売却による収入  0 1 0

配当金の支払額  △401 △401 △0

少数株主への配当金の支払額  △12 △12 0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,375 9,254 14,629

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減少
額)

 △9,672 7,915 17,587

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  24,086 14,541 △9,545

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物期首増加額

 127 78 △48

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  14,541 22,534 7,993
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項   

(1) 連結子会社 22社　連結子会社名は、 「２．企業集団

の状況」に記載のとおり。

　なお、㈱デザイン工房は、重要性が増加

したこと及び企業集団の状況の開示をより

充実させるため、当連結会計年度から連結

の範囲に含めることとした。

23社　連結子会社名は、 「２．企業集団

の状況」に記載のとおり。

　なお、㈱湯巡り万華郷は、株式の追加取

得に伴い子会社となったため、当連結会計

年度から連結の範囲に含めることとした。

(2) 非連結子会社 主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

(3) 非連結子会社について、

連結の範囲から除いた

理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、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)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

　非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、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)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

２　持分法の適用に関する事

項

  

(1) 持分法適用会社 関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

(2) 持分法非適用会社 持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

 持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

(3) 持分法を適用しない会

社について、その適用

しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純利

益及び利益剰余金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、

持分法の適用から除外している。

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金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、

持分法の適用から除外している。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度は、すべて連結財

務諸表提出会社と同じである。

　連結子会社である㈱湯巡り万華郷の決算

日は８月31日である。連結財務諸表作成に

当たっては連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用している。上記

以外の連結子会社の事業年度は、すべて連

結財務諸表提出会社と同じである。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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) 

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

 　 時価のないもの

同左

 デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

 たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

 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

 不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

 その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原価法

その他棚卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法、生産高比

例法によっている。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっている。

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法、生産高比

例法によっている。

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更している。 

　これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっている。

無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社

のうち３社は、従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額に基づき計上してい

る。

賞与引当金

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社の

うち４社は、従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上している。

 修繕引当金

　連結財務諸表提出会社は、船舶の定期

整備に充てるため、定期整備にかかる費

用を修繕実績に応じて計上している。

修繕引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ため、当連結会計年度の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づき計上して

いる。

完成工事補償引当金

同左

 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、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。

工事損失引当金

同左

 賠償損失引当金 

　工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。

賠償損失引当金 

同左

 ─────── 保証債務損失引当金

代位弁済に伴う損失の発生に備えるため、

保証先の財政状態と担保物件の状況を勘案

して計上している。 

 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いる。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとしている。

退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(4) 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

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、45,543百万円である。

　完成工事高の計上は工事完成基準によっ

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、39,565百万円である。

(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いる。

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いる。

また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。

① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ている。

③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満

たしていることをもって有効性の判定

に代えている。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(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

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に相当する額の

会計処理は、税抜方式によっている。

消費税等に相当する額の会計処理

同左

 連結納税

　連結子会社の㈱阿賀高原開発とジーク

ライト㈱は連結納税を採用している。

連結納税

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法によっている。

同左

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

５年間で均等償却している。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資からなる。

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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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)

 「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）が会社法

施行日（平成18年５月１日）以後終了する連結会計年度か

ら適用されることに伴い、当連結会計年度より同会計基準

及び同適用指針を適用している。  

　従来の資本の部の合計に相当する金額は41,132百万円で

ある。 

　なお、連結財務諸表規則の改正により、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、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。 

───────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (連結貸借対照表)

  前連結会計年度において「連結調整勘定」として表示

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示

している。なお「のれん」と「負ののれん」は相殺して表

示している。

───────

 (連結損益計算書)

  前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

表示されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん

償却額」と表示している。なお「のれん償却額」と「負の

のれん償却額」は相殺して表示している。

───────

 (連結損益計算書) 

　前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて

いた「前期損益修正損」は、金額的重要性が増したため、

区分掲記することとした。なお前連結会計年度「前期損益

修正損」は１百万円である。 

───────

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

表示されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん

償却額」と表示している。なお「のれん償却額」と「負の

のれん償却額」は相殺して表示している。

───────

－ 22 －

㈱福田組　（1899）　平成19年12月期決算短信



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

投資有価証券(株式) 2,450百万円 投資有価証券(株式)  2,816百万円

２　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

２　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

㈱カイハツ
  （997)百万円

169

新潟食品リサイクルセンター

㈱
670

新潟万代島ビルディング㈱ 423

ＦＫ商事㈱ 296

医療法人桑名恵風会 266

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

その他 48

計 2,124

㈲浦安温泉物語 2,887百万円

㈱カイハツ 
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 719

新潟食品リサイクルセンター

㈱
613

新潟万代島ビルディング㈱ 405

医療法人桑名恵風会 204

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

タイフクダコーポレーション

リミテッド
19

計 5,260

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

分譲マンションに係る手付金保証

３社 685百万円

分譲マンションに係る手付金保証

４社    754百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,697百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,296百万円

４※２　当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

４※２　当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

受取手形 186百万円

支払手形 113百万円

受取手形 201百万円

支払手形 64百万円

裏書手形 　 25百万円
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前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

５※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

５※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日政令第119号)第２条第４号に定める路線価及

び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日　　平成12年12月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

4,226百万円

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日政令第119号)第２条第４号に定める路線価及

び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日　　平成12年12月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

    4,421百万円

なお、連結子会社のうち一社は当期末において、

土地の再評価に係る繰延税金資産相当額（「再評

価に係る繰延税金資産」及び「再評価に係る繰延

税金負債」からの控除額）について回収可能性を

検討した結果、確実な回収を見込むことが困難な

もの1,053百万円を取崩し、同額を「土地再評価

差額金」から減額している。

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金1,623百万円

及び短期借入金4,839百万円及び固定負債の「そ

の他」599百万円の担保に供している。

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金818百万円及

び短期借入金3,525百万円及び固定負債の「その

他」599百万円の担保に供している。

受取手形 702百万円

建物 839

土地 4,214

計 5,755

受取手形   166百万円

建物 784

土地 4,205

計 5,156
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額172百万円、修繕引当金繰入額２百万円、工事

損失引当金繰入額296百万円を含み、完成工事原

価及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額219

百万円、退職給付引当金繰入額173百万円を含ん

でいる。

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額218百万円、修繕引当金繰入額9百万円、工事損

失引当金繰入額413百万円を含み、完成工事原価

及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額120百

万円、退職給付費用231百万円を含んでいる。

２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

従業員給料手当 4,901百万円 従業員給料手当 4,797百万円

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は118百万円である。

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は119百万円である。

４※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ４※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

建物 92百万円

土地 38

その他 6

計 137

車両運搬具 5百万円

機械装置 4

その他 0

計 10

５※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ５※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。

建物 19百万円

土地 16

その他 4

計 40

機械装置  11百万円

建物 3

その他 2

計 17

６※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 ６※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりである。

構築物 95百万円

建物 39

その他 17

計 153

建物   46百万円

無形固定資産 34

その他 20

計 101
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前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

７　　　　　　　　 ─────── ７※７　減損損失

　　　　当社グループは、以下の資産グループについて

　　　減損損失を計上した。 

用途 種類 場所
金額

(百万円)

福祉

施設

土地、

建物等
仙台市泉区 1,035

賃貸用

不動産

土地及

び建物
仙台市若林区 86

計 1,121

(経緯)

　福祉施設については、需要が好転せず、入居率の低迷

により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減損

し、当該減少額を減損損失として認識した。

　また、賃貸用不動産については、賃貸料水準の下落に伴

い収益性が低下したため、減損損失を認識した。

(主な種類ごとの金額の内訳)

建物・構築物 941百万円

土地 144

その他 35

計 1,121

(グルーピングの方法)

　福祉施設は、当該事業を行う施設を独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位、また、賃貸用不動産は、個々の物

件単位でグルーピングしている。

(回収可能価額の算定方法等)

　福祉施設については不動産鑑定評価基準、また、賃貸用

不動産については正味売却価額により算定している。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式     

普通株式　 (注)　 170,329 14,909 1,070 184,168

合計 170,329 14,909 1,070 184,168

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,909株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少1,070株は、単元

　　 未満株式の買増し請求による減少である。 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式  403  9 平成17年12月31日 平成18年３月30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連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当金の原資
１株当たり配
当金（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 402 利益剰余金 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式     

普通株式　 (注)　 184,168 18,648 2,423 200,393

合計 184,168 18,648 2,423 200,393

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,423株は、単元

　　 未満株式の買増し請求による減少である。 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式  402  9 平成18年12月31日 平成19年３月30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連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当金の原資
１株当たり配
当金（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式  402 利益剰余金  9 平成19年12月31日 平成20年３月31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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日)

現金及び預金勘定 14,767百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △246

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 14,541

現金及び預金勘定 22,775百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △261

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 22,534

２  重要な非資金取引

　　　当連結会計年度において福田道路㈱は、土地の現

    物出資により㈱デザイン工房の株式210百万円を取得

    している。

２  重要な非資金取引

　　　当連結会計年度においてデット・エクイティ・ス

　　ワップ( 債務の株式化 )を実施している。

　　短期借入金の減少額　　　　　　　　　200百万円

　　その他流動負債の減少額　　　　　　　620

    資本金の増加額　　　　　　　　　　　720

    資本準備金の増加額　　　　　　　　　100
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（リース取引関係）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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
(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

356 179 177

工具器具
・備品

367 173 194

その他 154 74 79

合計 877 426 450

 
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

411 255 155

工具器具
・備品

300 178 122

その他 132 83 48

合計 844 518 326

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため支払利子込み法により

算定している。

同左

②　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 167百万円

１年超 283

計 450

１年内 132百万円

１年超 194

計 326

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

③　支払リース料及び減価償

却費相当額

  

支払リース料 187百万円    172百万円

減価償却費相当額  187 　　　172

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いる。

同左

(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。

同左

オペレーティングリース取引

未経過リース料 １年内 94百万円

１年超 436

計 531

１年内   98百万円

１年超 359

計 457
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（有価証券関係）

前連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成18年12月31日)

 
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
   

(1) 株式 1,489 2,658 1,168

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 337 422 85

小計 1,827 3,080 1,253

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 99 75 △23

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 225 218 △6

小計 324 294 △29

合計 2,151 3,375 1,224

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

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)

389 268 ―

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 1,279百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 50百万円

非上場の内国債券 44百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、９百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成18年12月31日)

種類
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

社債 5 60 ― ―

その他 1 0 ― 8

その他 ― ― ― ―

合計 6 60 ― 8
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当連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年12月31日)

 
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
   

(1) 株式 1,257 2,073 815

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 147 191 43

小計 1,405 2,264 858

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 362 308 △53

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 330 297 △32

小計 693 606 △86

合計 2,098 2,871 772

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)

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)

218 17 2

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 1,228百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 42百万円

非上場の内国債券 74百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、56百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成19年12月31日)

種類
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

社債 ― 95 ― ―

その他 1 ― ― 7

その他 ― ― ― ―

合計 1 95 ― 7
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

　主として連結財務諸表提出会社は、変動金利の長期借

入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ

取引を利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

①　取引の内容及び利用目的等

同左 

(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

(2) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っている。

(3) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしていること

をもって有効性の判定に代えている。

②　取引に対する取組方針

　相場変動リスクに晒されている資産・負債に係るリス

クを回避する目的にのみ、デリバティブ取引を利用して

いる。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

　利用している金利スワップ取引については、市場金利

の変動によるリスクを有している。また、デリバティブ

取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、相

手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとん

どないと判断している。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は各社の管理部門責任者の決済後、

管理部門が実行している。また、デリバティブ取引に係

るリスク管理は、管理部門内の相互牽制により行われて

おり、取引の状況は、管理担当役員に随時報告されてい

る。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。
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（退職給付関係）

前連結会計年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けている。

現在、企業年金基金制度を採用している当社は、退職給付制度の65％について平成16年連結会計年度より企業

年金基金制度へ移行している。

２　退職給付債務に関する事項(平成18年12月31日)

退職給付債務 △10,878百万円

年金資産 6,271 

未積立退職給付債務 △4,607 

未認識数理計算上の差異 89 

未認識過去勤務債務 △307 

連結貸借対照表計上額 △4,825 

退職給付引当金 △4,825 

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

勤務費用(注) 454百万円

利息費用 255 

期待運用収益 △142 

数理計算上の差異の費用処理額 132 

過去勤務債務の費用処理額 △439 

退職給付費用 259 

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上している。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率(企業年金基金) 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３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

る定額法により、費用処理している。)

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

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしてい

る。)
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当連結会計年度(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けている。

現在、企業年金基金制度を採用している当社は、退職給付制度の65％について平成16年連結会計年度より企業

年金基金制度へ移行している。

２　退職給付債務に関する事項(平成19年12月31日)

退職給付債務 △10,717百万円

年金資産 6,135 

未積立退職給付債務 △4,581 

未認識数理計算上の差異 299 

連結貸借対照表計上額 △4,282 

退職給付引当金 △4,282 

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３　退職給付費用に関する事項(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)

勤務費用(注) 455百万円

利息費用 254 

期待運用収益 △156 

数理計算上の差異の費用処理額 105 

過去勤務債務の費用処理額 △306 

退職給付費用 352 

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上している。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率(企業年金基金) 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 ３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

る定額法により、費用処理している。)

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

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしてい

る。)
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項なし。 

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項なし。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12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

繰延税金資産  百万円

  固定資産減損損失 3,393 

退職給付引当金 815 

貸倒引当金損金算入限度超過額 512 

たな卸資産評価損 447 

繰越欠損金 381 

未実現利益 277 

賞与引当金 115 

減価償却超過額 102 

投資有価証券評価損 83 

その他 1,167 

繰延税金資産小計 7,297 

評価性引当額 △4,456 

繰延税金資産合計 2,841 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 162 

その他 150 

繰延税金負債合計 312 

繰延税金資産の純額 2,528 

   

繰延税金負債   

再評価差額金 1,970 

その他有価証券評価差額金 334 

固定資産圧縮積立金 131 

その他 24 

繰延税金負債合計 2,461 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 3,617 

退職給付引当金 1,113 

その他 560 

繰延税金資産小計 5,290 

評価性引当額 △4,945 

繰延税金資産合計 344 

繰延税金負債の純額 2,117 

繰延税金資産  百万円

  固定資産減損損失 3,892 

たな卸資産評価損 2,041 

退職給付引当金 1,714 

貸倒引当金損金算入限度超過額 933 

繰越欠損金 876 

未実現利益 386 

減価償却超過額 178 

投資有価証券評価損 138 

賞与引当金 77 

その他 1,555 

繰延税金資産小計 11,793 

評価性引当額 △8,458 

繰延税金資産合計 3,334 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 321 

その他 131 

繰延税金負債合計 453 

繰延税金資産の純額 2,881 

   

繰延税金負債   

再評価差額金 1,968 

固定資産圧縮積立金 119 

その他 19 

繰延税金負債合計 2,107 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 995 

繰越欠損金 349 

その他 81 

繰延税金資産小計 1,427 

評価性引当額 △1,427 

繰延税金資産合計 0 

繰延税金負債の純額 2,107 

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 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 9.4 

永久に益金に算入されない項目 △2.6 

住民税均等割 2.2 

評価性引当額 9.1 

その他 0.9 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
59.4 

法定実効税率 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 15.4 

永久に益金に算入されない項目 △6.3 

住民税均等割 5.8 

評価性引当額 52.8 

その他 △1.9 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
106.2 
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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18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
152,730 11,673 15,936 180,340 ― 180,340

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,274 162 3,873 7,310 (7,310) ―

計 156,004 11,835 19,810 187,650 (7,310) 180,340

営業費用 153,307 11,341 18,234 182,883 (6,954) 175,929

営業利益 2,697 494 1,575 4,766 (355) 4,410

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出
      

資産 91,294 28,448 21,444 141,187 6,983 148,170

減価償却費 636 342 731 1,710 (8) 1,701

資本的支出 1,157 976 719 2,854 (709) 2,144

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業及び鉱産物

の採堀、販売等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、経理

部に係る費用であり、その金額は179百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は11,764百万円である。
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
151,897 16,162 16,352 184,411 ― 184,411

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,049 82 3,451 6,584 (△6,584)  

計 154,946 16,244 19,804 190,995 (△6,584) 184,411

営業費用 153,330 13,792 18,682 185,805 (△6,329) 179,475

営業利益 1,616 2,452 1,122 5,190 (△254) 4,936

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出
      

資産 89,682 36,833 21,450 147,967 10,018 157,985

減価償却費 591 361 709 1,662 (△8) 1,653

減損損失 ― 87 1,090 1,178 (△56) 1,121

資本的支出 385 2,365 346 3,097 (△221) 2,876

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業及び鉱産物

の採堀、販売等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、経理

部に係る費用であり、その金額は175百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は18,106百万円である。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略した。

当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略した。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

若松義人 ― ― 当社監査役

カルマン㈱

代表取締役

社長

― ― ― カルマン㈱

コンサル

ティング料

19 未払金

工事未払

金

1

0

　（注）　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) カルマン㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― ㈱東京アス

レチックク

ラブ

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

        2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) ㈱東京アスレチッククラブとの取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

近藤大介 ― ― 　　　 ― ―

 

― ― 工事の受注 49 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

砂田徹也 ― ― 当社監査役 ― ― ― 弁護士報酬 2 未払金 0

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(1) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

若松義人 ― ― 当社監査役

カルマン㈱

代表取締役

社長

― ― ― カルマン㈱

コンサル

ティング料

3 未払金

工事未払

金

0

0

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

 　　　 ２．若松義人氏は、平成19年３月29日開催の定時株主総会で当社監査役を退任しているため、各金額は、関連

　　　　　当事者であった期間及び期末の金額を記載している。　

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) カルマン㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― タックコン

サルタント

㈱

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

        2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) タックコンサルタント㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

福田　正 ― ― 当社顧問 6.9 ― ― 顧問報酬 7 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

属性
会社等
の名称

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

役員及

びその

近親者

砂田徹也 ― ― 当社監査役 ― ― ― 弁護士報酬 1 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

(2) 子会社等 

属性
会社等
の名称

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

子会社 ＦＫ商事㈱ 新潟市中

央区

30 建設資材販

売

（所有）

間接 100

2 仕入先 債権放棄 97 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 919.04円      898.23円

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)
35.83円   △6.26円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
― ―

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載していない。

 

１株当たり当期純利益算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

1,603百万円

１株当たり当期純損失算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純損失

    280百万円

 
普通株式に係る当期純利益

1,603百万円

普通株式に係る当期純損失

     280百万円

 
普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。

 
普通株式の期中平均株式数

44,761,480株

普通株式の期中平均株式数

          44,748,378株

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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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12月31日)
当事業年度

(平成19年12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         

現金預金   7,370   13,642  6,272

受取手形 ※５  6,729   14,169  7,440

完成工事未収入金   25,024   24,057  △967

不動産事業未収入金   14   6  △8

販売用不動産   3,352   2,518  △833

未成工事支出金   10,690   9,483  △1,207

不動産事業支出金   2,898   3,741  843

材料貯蔵品   40   65  24

短期貸付金   964   559  △405

前払費用   112   62  △50

繰延税金資産   354   392  37

未収入金   3,661   3,681  20

その他   438   320  △118

貸倒引当金   △695   △671  23

流動資産合計   60,958 74.0  72,030 78.2 11,071

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物
※３
※４

8,400   8,213    

減価償却累計額  △4,980 3,420  △5,088 3,124  △295

構築物  417   391    

減価償却累計額  △301 115  △297 94  △21

機械装置  1,725   1,643    

減価償却累計額  △1,578 147  △1,454 188  41

船舶  1,023   1,023    

減価償却累計額  △929 93  △945 78  △15

車輌運搬具  108   57    

減価償却累計額  △79 28  △39 17  △11

工具器具・備品 ※４ 529   477    

減価償却累計額  △478 51  △427 49  △1

土地
※１
※３

 8,031   7,867  △164

有形固定資産計   11,888   11,421  △467
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前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12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)

２　無形固定資産         

その他   46   35  △10

無形固定資産計   46   35  △10

３　投資その他の資産         

投資有価証券   3,008   2,709  △299

関係会社株式   1,373   1,745  371

長期貸付金   1,010   1,003  △6

従業員長期貸付金   105   89  △16

関係会社長期貸付金   7,679   7,814  135

破産債権、更生債権
等

 667   643    

貸倒引当金  △665 2  △643 0  △2

長期未収入金 ※２  3,612   3,536  △75

繰延税金資産   ―   161  161

その他   1,323   1,100  △223

貸倒引当金   △8,679   △9,525  △845

投資その他の
資産計

  9,436   8,635  △800

固定資産合計   21,371 26.0  20,092 21.8 △1,278

資産合計   82,329 100  92,122 100 9,793
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前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12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         

支払手形 ※５  8,687   13,947  5,259

工事未払金 ※２  14,746   13,907  △838

短期借入金 ※３  17,544   27,739  10,195

未払金   1,090   606  △483

未払法人税等   102   905  803

未払費用   5   7  1

未成工事受入金   7,545   5,852  △1,692

不動産事業受入金   1,013   37  △975

預り金   949   956  7

前受収益   0   0  △0

賞与引当金   219   118  △100

修繕引当金   9   9  0

完成工事補償引当金   135   133  △1

工事損失引当金   211   350  138

賠償損失引当金   170   170  ―

流動負債合計   52,430 63.7  64,742 70.3 12,312

Ⅱ　固定負債         

長期借入金   5,127   3,363  △1,764

繰延税金負債   67   ―  △67

再評価に係る
繰延税金負債

※１  1,211   1,208  △2

退職給付引当金   2,752   2,387  △364

その他   127   97  △30

固定負債合計   9,285 11.3  7,056 7.6 △2,228

負債合計   61,715 75.0  71,799 77.9 10,083

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   5,158 6.2  5,158 5.6 ―

２　資本剰余金         

資本準備金  5,996   5,996    

その他資本剰余金  0   0    

資本剰余金合計   5,996 7.3  5,996 6.5 △0

３　利益剰余金         

利益準備金  1,044   1,044    

その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  18   17    

別途積立金  8,410   8,410    

繰越利益剰余金  1,008   869    

利益剰余金合計   10,480 12.7  10,341 11.2 △139

４　自己株式   △95 △0.1  △102 △0.1 △7

株主資本合計   21,540 26.1  21,394 23.2 △146

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  492 0.6  351 0.4 △141

２　土地再評価差額金 ※１  △1,419 △1.7  △1,421 △1.5 △2

評価・換算差額等
合計

  △926 △1.1  △1,070 △1.1 △143

純資産合計   20,614 25.0  20,323 22.1 △290

負債純資産合計   82,329 100  92,122 100 9,793
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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  101,573   99,085    

不動産事業売上高  2,735 104,309 100 14,241 113,327 100 9,018

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価  95,261   94,373    

不動産事業売上原価  2,536 97,797 93.8 10,539 104,912 92.6 7,114

売上総利益         

完成工事総利益  6,311   4,712    

不動産事業総利益  199 6,511 6.2 3,702 8,414 7.4 1,903

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

役員報酬  188   147    

従業員給与手当  1,940   1,959    

賞与引当金繰入額 ※２ 68   36    

退職金  15   278    

退職給付費用  49   66    

法定福利費  283   283    

福利厚生費  194   194    

修繕維持費  49   69    

事務用品費  131   130    

通信交通費  390   364    

動力用水光熱費  40   37    

調査研究費 ※３ 28   30    

広告宣伝費  45   38    

貸倒引当金繰入額  98   22    

交際費  294   206    

寄付金  20   8    

地代家賃  182   159    

減価償却費  87   95    

租税公課  111   114    

保険料  42   42    

支払手数料  123   97    

不動産事業販売費 ※４ 89   275    

雑費  219 4,696 4.5 220 4,882 4.3 185

営業利益   1,814 1.7  3,532 3.1 1,718
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前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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         

受取利息  40   106    

有価証券利息  0   0    

受取配当金 ※１ 254   270    

受取地代家賃  25   27    

匿名組合出資持分譲渡
益 

 936   ―    

雑収入  108 1,366 1.3 64 469 0.4 △896

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  400   476    

貸倒引当金繰入額  192   45    

雑支出  218 811 0.7 188 711 0.6 △100

経常利益   2,370 2.3  3,291 2.9 921

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※５ 67   2    

投資有価証券売却益  206 274 0.3 4 7 0.0 △267

Ⅶ　特別損失         

固定資産除却損 ※６ 104   11    

固定資産売却損 ※７ 19   12    

貸倒引当金繰入額  ―   1,000    

販売用不動産評価損  381   361    

関係会社株式評価損  99   551    

関係会社事業支援損  ―   97    

会員権評価損  5   ―    

違約金支払額  ―   74    

投資有価証券評価損  2   55    

課徴金納付額  ―   44    

課徴金納付見込額  219   ―    

賠償損失引当金
繰入額

 170   ―    

その他  8 1,011 1.0 83 2,291 2.0 1,279

税引前当期純利益   1,633 1.6  1,007 0.9 △625

法人税、住民税
及び事業税

 80   920    

法人税等調整額  1,295 1,375 1.3 △173 746 0.7 △628

当期純利益   257 0.3  260 0.2 3
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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
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

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,997 1,044 20 20,410

△

10,629
10,844 △87 21,913

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮積立金の取崩      △1  1 ―  ―

別途積立金の取崩       
△

12,000
12,000 ―  ―

剰余金の配当        △403 △403  △403

当期純利益        257 257  257

自己株式の取得          △8 △8

自己株式の処分   △0 △0      0 0

土地再評価差額金の取崩        △219 △219  △219

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）
― ― △0 △0 ― △1

△

12,000
11,637 △364 △7 △372

平成18年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高

（百万円）
766 △1,638 △871 21,041

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

別途積立金の取崩    ―

剰余金の配当    △403

当期純利益    257

自己株式の取得    △8

自己株式の処分    0

土地再評価差額金の取崩  219 219 ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△273  △273 △273

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△273 219 △54 △427

平成18年12月31日残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614
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当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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
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

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮積立金の取崩      △0  0 ―  ―

剰余金の配当        △402 △402  △402

当期純利益        260 260  260

自己株式の取得          △8 △8

自己株式の処分   △0 △0      1 1

土地再評価差額金の取崩        2 2  2

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）
― ― △0 △0 ― △0 ― △138 △139 △7 △146

平成19年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 869 10,341 △102 21,394

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

剰余金の配当    △402

当期純利益    260

自己株式の取得    △8

自己株式の処分    1

土地再評価差額金の取崩  △2 △2 ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△141  △141 △141

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△141 △2 △143 △290

平成19年12月31日残高

（百万円）
351 △1,421 △1,070 20,323
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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)

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　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ…時価法 デリバティブ…同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産…個別法による原価法

未成工事支出金…個別法による原価法

不動産事業支出金…個別法による原価法

材料貯蔵品…先入先出法による原価法

販売用不動産… 同左

未成工事支出金…同左

不動産事業支出金…同左

材料貯蔵品…同左

４　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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっている。

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してい

る。 

　これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

 無形固定資産

定額法によっている。

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

基づく定額法によっている。

無形固定資産

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため支給見

込額に基づき計上している。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 修繕引当金

　船舶の定期整備に充てるためのもので、

定期整備にかかる費用を修繕実績に応じ

て繰入れている。

(3) 修繕引当金

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

 (4) 完成工事補償引当金

　完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ためのもので当期の完成工事高に対する

将来の見積補償額に基づき計上している。

(4) 完成工事補償引当金

同左

 (5) 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、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。

(5) 工事損失引当金

　同左

 (6) 賠償損失引当金

  工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。

(6) 賠償損失引当金

同左

 (7) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

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いる。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしている。

(7) 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、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

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、工事進行基準によった完成工事高

は45,701百万円である。

　完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

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、工事進行基準によった完成工事高

は36,372百万円である。

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いる。

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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いる。

　また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。

(1) ヘッジ会計の方法

　同左

　

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

いる。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

していることをもって有効性の判定に代

えている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

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 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっている。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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) 

　「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後終了する事業年度か

ら適用されることに伴い、当事業年度より同会計基準及び

同適用指針を適用している。 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は20,614百万円で

ある。 

　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いる。 

───────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

１※１　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合

理的な調整を行って算出している。

１※１　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合

理的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

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 1,905百万円

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

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  1,941百万円

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

長期未収入金 3,320百万円

工事未払金 1,395百万円

長期未収入金   3,320百万円

工事未払金   2,101百万円

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,585百万円

の担保に供している。

(簿価による)

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,585百万円

の担保に供している。

(簿価による)

土地 711百万円

建物  66

計 777

土地    703百万円

建物  61

計 764

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。
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前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

福田不動産㈱ 629百万円

㈱カイハツ
(997)

169

新潟万代島ビルディング㈱ 423

医療法人桑名恵風会 266

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

㈱阿賀高原開発 176

その他 66

計 1,982

新潟万代島ビルディング㈱    405百万円

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

医療法人桑名恵風会 204

㈱カイハツ
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 94

㈱阿賀高原開発 72

福田不動産㈱ 21

タイフクダコーポレーションリ

ミテッド
19

計 1,229

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証

３社 685百万円 ４社    754百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に係る提携ゴ

ルフローンに対して保証予約を行っている。

323百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に係る提携ゴ

ルフローンに対して保証予約を行っている。

   260百万円

６※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

６※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

受取手形 98百万円

支払手形 30百万円

受取手形   66百万円

支払手形   14百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

受取配当金 223百万円 受取配当金    240百万円

２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。 ２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。

販売費及び一般管理費 68百万円

完成工事原価 135

未成工事支出金 15

計 219

販売費及び一般管理費   36百万円

完成工事原価 74

未成工事支出金 7

計 118

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は28百万円である。

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は30百万円である。

４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。 ４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。

従業員給与手当 15百万円

修繕維持費 10

租税公課 36

その他 26

計 89

従業員給与手当   10百万円

租税公課 39

支払手数料 140

その他 84

計 275

５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

建物 38百万円

土地 28

その他 0

計 67

車両運搬具   2百万円

その他 0

計 2

６※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 ６※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりである。

構築物 88百万円

建物 10

船舶 3

備品 1

その他 0

計 104

建物   7百万円

工具器具 1

その他 1

計 11

７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。

建物 9百万円

土地 6

備品 1

その他 2

計 19

機械装置  7百万円

建物 2

その他 2

計 12
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

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）

自己株式     

普通株式　（注） 158,216 14,909 1,070 172,055

合計 158,216 14,909 1,070 172,055

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,909株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少1,070株は、単元

　　　未満株式の買増し請求による減少である。 

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

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）

自己株式     

普通株式　（注） 172,055 18,648 2,423 188,280

合計 172,055 18,648 2,423 188,280

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,423株は、単元

　　　未満株式の買増し請求による減少である。 
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（リース取引関係）

 
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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
(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

17 2 15

工具器具
・備品

168 97 70

その他 81 38 42

合計 267 138 128

 
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

22 6 15

工具器具
・備品

95 65 29

その他 70 37 32

合計 187 109 78

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

同左

２　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 47百万円

１年超 80

計 128

１年内   32百万円

１年超 45

計 78

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

  

支払リース料 59百万円   46百万円

減価償却費相当額 59百万円   46百万円

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いる。

同左

（減損損失について） リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。

 同左 
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（有価証券関係）

前事業年度(平成18年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

当事業年度(平成19年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12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

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,765 

販売用不動産評価損 2,055 

退職給与引当金 1,113 

ゴルフ会員権の評価減 129 

賞与引当金 88 

工事損失引当金 85 

子会社株式の評価減 78 

その他 378 

繰延税金資産小計 7,694 

評価性引当額 △7,056 

繰延税金資産合計 637 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △334 

固定資産圧縮積立金 △12 

その他 △3 

繰延税金負債合計 △350 

   

繰延税金資産の純額 287 

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,082 

販売用不動産評価損 1,465 

退職給与引当金 965 

子会社株式の評価減 362 

工事損失引当金 141 

ゴルフ会員権の評価減 130 

賠償損失引当金 68 

完成工事補償引当金 53 

賞与引当金 47 

その他 429 

繰延税金資産小計 7,747 

評価性引当額 △6,940 

繰延税金資産合計 807 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △238 

固定資産圧縮積立金 △11 

その他 △2 

繰延税金負債合計 △252 

   

繰延税金資産の純額 554 

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,211

百万円計上されている。

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,208

百万円計上されている。

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 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 16.1 

永久に益金に算入されない項目 △5.6 

住民税均等割 4.3 

評価性引当額 28.4 

その他 0.6 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
84.2 

法定実効税率 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 13.3 

永久に益金に算入されない項目 △11.4 

住民税均等割 6.3 

評価性引当額 22.3 

その他 3.2 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
74.1 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 460.46円       454.13円

１株当たり当期純利益 5.76円     5.83円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
 ― ―

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載していない。

同左

 １株当たり当期純利益算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

257百万円

１株当たり当期純利益算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

   260百万円

 普通株式に係る当期純利益

257百万円

普通株式に係る当期純利益

   260百万円

 普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

 普通株式の期中平均株式数

44,773,593株

普通株式の期中平均株式数

          44,760,491株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（会社分割）

　当社は、平成19年2月23日開催の取締役会において、当社

の戸建住宅事業部門のフクダハウジング事業部を連結子会

社の株式会社リフレに会社分割して承継させるとともに、

併せて同社の商号を「フクダハウジング株式会社」へ変更

することを決議したものである。

１．会社分割の目的

　承継会社である株式会社リフレのリフォーム事業と分割

対象のフクダハウジング事業部の住宅事業は、相互に補完

する関係にあり、この会社分割により、グループにおける

戸建住宅事業を集中して、当事業の発展・成長と経営効率

の飛躍的な向上を図ることを目的としている。

　また、この会社分割により、意思決定の迅速化を図り、

機動的な市場開拓や商品開発を進め、併せてＦＰＳ（フク

ダ・プロダクション・システム）の発展的継続により原価

低減を追及し、市場に価値あるサービスを提供することに

よって、顧客満足の向上に努める。

２．会社分割の要旨

　(1) 分割の方式

　　①分割の方式

　　　当社を吸収分割会社とし、株式会社リフレを吸収分

　　割承継会社とする分社型吸収分割（簡易分割）。

　　②当分割方式を採用した理由

　　　他方式に比べて事業承継が容易にできることから、

　　当分割方式を採用。

　(2) 分割の日程

　　　分割契約書承認取締役会  平成19年2月23日

　　　分割契約書調印　　　　  平成19年2月23日

　　　効力発生日　　　　　　  平成19年4月１日(予定)

　　　分割登記  　　　　　　　平成19年4月２日(予定)

　(3) 株式の割当

　　　承継会社は、当社の完全子会社であるため、この会

　　社分割に際して普通株式１株を新たに発行し、当社へ

　　割当交付する。

　(4) 承継会社が承継する権利義務

　　　分割の効力発生日におけるフクダハウジング事業部

    に係る資産・負債及び当部門に関連する契約上の権

　　利・義務（一部を除く）、並びにこれに関連して保有

    している許認可等のうち、法令上承継可能なもの。

　(5) 債務履行の見込み

　当社及び承継会社において、分割の効力発生日以降

の債務履行の確実性には問題がないと判断している。

───────
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．分割当事者の概要(平成18年12月31日現在)  

商号
株式会社福田組
(分割会社)

株式会社リフレ
(承継会社)

① 事業
 　内容

建設工事の請負・企
画・設計・監理、
不動産の売買・賃
貸・仲介・管理、
住宅の建設・販売及
び土地の造成・販売
など 

土木建築工事の設
計・施工・請負、
建築物及び施設の維
持管理・運営の請負
及び代行、不動産の
売買・仲介・賃貸な
ど 

② 設立年
 　月日

昭和2年12月29日 昭和47年6月10日

③ 本店
 　所在地

新潟市一番堀通町3番
地10

新潟市川岸町三丁目
17番地22 

④ 代表者 福田 勝之 高橋 輝雄 

⑤ 資本金 5,158百万円 24百万円 

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

44,940,557株 48,000株 

⑦ 純資産
単体 20,614百万円
連結 43,516百万円

単体   408百万円 

⑧ 総資産
単体 82,329百万円
連結148,170百万円 

単体   551百万円

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

単体　1,154人
連結　2,477人 

単体 　 19人 

⑪ 主要取
 　引先

(販売)新潟県、国土
交通省、イオン㈱な
ど
(仕入)㈱ユアテック、
ダイダン㈱、野原産
業㈱など 

(販売)㈱福田組、プ
レステージ青山管理
組合など
(仕入)㈱廣川組、㈱
山市など 

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

(財)福田育英会7.5%
福田　　正  　6.8%
㈱重機リース  5.9%
㈱第四銀行　  4.9%
福田　直美    4.8%

㈱福田組   100.0%

⑬ 主要取
 　引銀行

第四銀行、みずほ銀
行、三菱東京ＵＦＪ
銀行、北越銀行、三
菱ＵＦＪ信託銀行、
三井住友銀行 

第四銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…承継会社は分割会社の100%子会社
である。
人的関係…分割会社の取締役及び従業員が承
継会社の取締役(2名)及び監査役(1名)を兼務
している。また、分割会社から承継会社に従
業員が出向している。 
取引関係…承継会社は分割会社から工事を請
負っている。 
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．分割する事業部門の内容

　(1) 事業の概況

　　①戸建住宅の建設及び販売

　　②宅地の販売

　　③賃貸集合住宅マネジメント

  (2) 事業部門の平成18年12月期における経営成績

　　　通期売上高…1,419百万円

  (3) 事業部門の資産、負債の項目及び金額(平成18年12

　　月31日現在での試算）

　　　流動資産…920百万円　流動負債… 80百万円

 　　 固定資産…274百万円　固定負債…557百万円

５．会計処理の概要

　企業結合会計基準上、共通支配下の取引に該当するため

「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適用指

針226項」に基づき処理。なお、本件分割による「のれん」

の発生は見込まれていない。 

６．分割後の当社の状況

　(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決

　　　算期

　　　いずれも本件分割による変更はない。

　(2) 総資産の減少額

　　　本件分割による総資産の減少は約637百万円余を見

　　込んでいる（４(3)参照）。

　(3) 業績に与える影響

　　　承継会社は当社の１００％連結子会社であるため、

　　この会社分割により連結業績に与える影響はない。

　　　また、単体業績に与える影響は軽微である。 

７．承継会社の商号変更

　　承継会社は、この会社分割にあわせて、商号と本店所

　在地を以下のように変更する。

　(1) 新 　商 　号　　フクダハウジング株式会社

　(2) 新本店所在地　　新潟市関新三丁目2番4号

　(3) 変 　更 　日　　平成19年4月1日 
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６．その他
(1）役員の異動（平成20年３月28日予定）

 

　①　代表者の異動

　　該当事項はありません。

　②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補                    

 　 　取締役

  　　常務執行役員、東京本店長　　　　　南雲　重孝　　　　（現、常務執行役員、東京本店長）

 　 　取締役　

 　 　執行役員、管理本部副本部長、　　　梅津　康男　　　　（現、執行役員、管理本部副本部長、

  　　兼経営企画部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼経営企画部長）

以上 
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(2）受注高、売上高及び次期繰越高

①　受注高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 3,273 346 △2,926 △89.4

民間（百万円） 76,381 73,915 △2,465 △3.2

計（百万円） 79,654 74,262 △5,392 △6.8

土木

官公庁（百万円） 19,082 14,514 △4,567 △23.9

民間（百万円） 8,227 8,543 316 3.8

計（百万円） 27,309 23,058 △4,250 △15.6

合計

官公庁（百万円） 22,355 14,861 △7,494 △33.5

民間（百万円） 84,608 82,459 △2,149 △2.5

計（百万円） 106,963 97,320 △9,643 △9.0

不動産事業（百万円） 2,852 14,323 11,471 402.1

合計（百万円） 109,816 111,644 1,827 1.7

②　売上高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 3,116 1,543 △1,572 △50.5

民間（百万円） 61,229 70,212 8,983 14.7

計（百万円） 64,345 71,756 7,410 11.5

土木

官公庁（百万円） 28,345 18,058 △10,286 △36.3

民間（百万円） 8,882 9,270 388 4.4

計（百万円） 37,227 27,329 △9,898 △26.6

合計

官公庁（百万円） 31,462 19,602 △11,859 △37.7

民間（百万円） 70,111 79,483 9,371 13.4

計（百万円） 101,573 99,085 △2,487 △2.4

不動産事業（百万円） 2,735 14,241 11,506 420.6

合計（百万円） 104,309 113,327 9,018 8.6
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③　次期繰越高

区分 前期末 当期末 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 2,559 1,361 △1,197 △46.8

民間（百万円） 55,894 59,597 3,702 6.6

計（百万円） 58,453 60,959 2,505 4.3

土木

官公庁（百万円） 21,092 17,548 △3,543 △16.8

民間（百万円） 5,580 4,853 △726 △13.0

計（百万円） 26,672 22,402 △4,270 △16.0

合計

官公庁（百万円） 23,651 18,910 △4,741 △20.0

民間（百万円） 61,475 64,451 2,976 4.8

計（百万円） 85,126 83,361 △1,764 △2.1

不動産事業（百万円） 152 234 82 53.9

合計（百万円） 85,278 83,595 △1,682 △2.0
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