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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 17,430 4.0 443 51.6 484 41.5 380 42.8

19年３月期 16,765 13.4 292 14.5 342 10.3 266 93.6

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 ％ ％ ％

20年３月期 33 32  ― 10.5 6.0 2.5

19年３月期 23 31  ― 7.8 4.3 1.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 ―百万円 19年３月期 ―百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 8,222 3,823 45.5 328 08

19年３月期 8,033 3,569 44.0 309 28

（参考）自己資本 20年３月期 3,742百万円 19年３月期 3,531百万円

(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

20年３月期 △404 △100 460 91

19年３月期 275 △92 △308 135

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 ％ ％

19年３月期  ― 5 00 5 00 57 21.5 1.7

20年３月期  ― 6 00 6 00 68 18.0 1.9

21年３月期（予想）  ― 6 00 6 00 － 19.0 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 7,000 0.4 120 12.5 140 7.6 110 △28.8 9 64

通期 16,800 △3.6 450 1.5 500 3.3 360 △5.3 31 55
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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） 20年３月期 11,467,250株 19年３月期 11,467,250株

②　期末自己株式数 20年３月期 59,408株 19年３月期 49,578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、32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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 11,791 5.2 259 53.7 287 41.8 272 30.0

19年３月期 11,209 △5.3 168 △43.7 202 △34.5 209 12.2

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

20年３月期 23 86  ―

19年３月期 18 35  ―

(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

20年３月期 7,332 3,553 48.5 311 49

19年３月期 7,261 3,449 47.5 302 16

（参考）自己資本 20年３月期 3,553百万円 19年３月期 3,449百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 4,500 2.5 60 △2.3 80 5.1 90 △32.5 7 89

通期 11,300 △4.2 240 △7.6 280 △2.6 290 6.5 25 41

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わ

る本資料の発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績等は、経済情勢、市場動向など様々な要

因により予想数値と異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、製造業を中心とした設備投資の増加や雇用環境の改善により緩やかな回

復基調を示したものの、後半には、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安や原油高による物

価の高騰など先行き不安な状況となり、個人消費は本格的に回復するに至りませんでした。東北の経済は、生産面で

緩やかな持ち直しが見られるものの、個人消費が伸び悩むなど足踏み状態が続きました。

  情報通信分野は、ブロードバンドによるユビキタスの形成に向け、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の構築に関する

取り組みが加速するとともに、インターネット・ＩＰ電話・映像配信の融合・連携によるトリプルプレイサービスの

拡大や固定通信と移動通信、通信と放送といったサービスの融合の進展など市場は大きく変化し、とりわけブロード

バンド市場において契約者数は急増している状況となっております。

  こうしたなか、当社グループの主たる取引先であるＮＴＴ東日本におかれましては、光アクセスサービスがブロー

ドバンドの本命として本格的な拡大期を迎えるなか、光サービスエリアの拡大や光ＩＰ電話サービスの普及など積極

的な営業展開をしてこられました。

  また、当社グループは、2004年に協和エクシオグループ会社の一員となり、相互の協力によるグループ経営の効率

化に引き続き取り組んでまいりました。

  このような状況のもとで、生産性の向上に取り組んだ結果、当連結会計年度における受注高は169億89百万円（前年

同期比3.0％減）となり、これに前連結会計年度からの繰越高22億86百万円（同47.9％増）を加えた総受注高は192億

76百万円（同1.2％増）となりました。このうち完成工事高は174億30百万円（同4.0％増）となり、18億46百万円（同

19.2％減）を次期に繰越すことになりました。

  収益面につきましては、前連結会計年度に比し完成工事高が増加するなか、工事原価率の改善、人件費の抑制並び

に諸経費の節減等、経営改善に取り組みました結果、経常利益は４億84百万円（同41.5％増）、当期純利益につきま

しては３億80百万円（同42.8％増）となりました。

　当社グループは東北という地域に、より密着したきめの細かいサービスを展開できるよう、収益基盤の強化に取り

組んでまいります。

  事業の種類別セグメントの業績を示すと、以下のとおりであります。

①　建設事業

　電気通信設備工事

　主たる受注先であるＮＴＴ東日本並びにＮＴＴグループ関連会社においてアクセス網の光化投資関連工事を

積極的に推進しましたが、受注高149億63百万円（前年同期比1.7％減）、完成工事高152億37百万円（同1.1％

増）となりました。

　電気設備工事

　大型工事の減少により、受注高15億37百万円（前年同期比10.0％減）となったものの前連結会計年度からの

繰越工事の完成により完成工事高は16億42百万円（同38.9％増）となりました。

　上記の結果、建設事業の営業利益は８億７百万円（同29.2％増）となりました。

②　情報システム事業

　病院栄養給食管理システム（ニュートリメイト）の受注減により受注高は４億88百万円（前年同期比14.9％減）

となったものの、完成工事高は花卉せりシステムの増により５億50百万円（同8.8％増）、営業利益は59百万円

（同1.3％減）となりました。

（次期の見通し）

　情報通信分野においては、光ブロードバンド時代を迎え、本格的なユビキタス社会への移行の動きが一段と加速す

るとともに通信事業者間でのサービス、技術、価格面の熾烈な競争という経営環境のなかで、当社グループとしては

更なるビジネス拡大を図るため、営業活動・施工体制の一層の強化、技術力の向上に努めるとともに、原価改善によ

る工事原価の低減、諸経費等の節減を図り企業業績の向上を目指す所存であります。

　以上のような見通しのもと、平成21年３月期の連結業績につきましては、完成工事高168億円（前年同期比3.6％減）、

営業利益４億50百万円（同1.5％増）、経常利益５億円（同3.3％増）、当期純利益３億60百万円（同5.3％減）を見込

んでおります。

※　業績予想につきましては、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、実際の業績等は今

後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、91百万円となり、前連結会計年度末

に比べ44百万円の減少となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は４億４百万円（前年同期は２億75百万円の増加）であります。主な増加要因は、

税金等調整前当期純利益による資金の増加４億16百万円及び未成工事受入金の増加97百万円であり、主な減少要

因は、売上債権の増加６億30百万円及び仕入債務の減少３億49百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は１億円（前年同期は92百万円の減少）であります。主な要因は有形固定資産の

取得による支出１億８百万円であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は４億60百万円（前年同期は３億８百万円の減少）であります。主な要因は短期

借入金の増加５億20百万円であります。

　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年９月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 41.7 39.9 42.3 44.0 45.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
23.9 33.5 40.1 36.0 28.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
― 3.4 ― 2.2 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
― 15.5 ― 240.8 ―

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

（注５）平成17年３月期は決算期変更に伴う６ヵ月決算であるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率の計算は、

キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。

（注６）平成16年９月期、平成18年３月期、平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　株主配当は、当該年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案しながら、株主への還元を重視し、安定した配当を基

本方針としております。また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、成長分野への事業拡大など長期的な

視点で株主価値を高めるための投資及び株主還元としての自己株式の取得など弾力的な活用を考えております。上記

の方針に基づき、当期の配当につきましては、業績内容等を鋭意検討した結果、期末配当１株当たり６円を予定して

おります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある事業上のリスクは下記のようなものがあ

ります。

　なお、記載内容のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

①　取引先との関係について

　当社グループの主な得意先でありますＮＴＴ東日本への売上高比率は当連結会計年度で53.4％であり、同社が保

有する情報通信設備および顧客情報などの重要な財産を取り扱って事業を運営しております。今後、ＮＴＴ東日本

の技術革新等により投資構造が大きく変化した場合や不測の事態により安全品質管理及び情報管理に不備を発生さ

せた場合には、当社グループとの取引額に影響を与える可能性があります。

②　債権の貸倒について 

経済環境の悪化、取引先の経営悪化等により債権の回収遅延や貸倒が発生する可能性があります。

③　投資有価証券の評価損について

　当社グループは投資有価証券を保有しており、時価のあるものについては市場価格の変動により評価損が発生す

る可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社５社、関連会社１社及び親会社１社で構成され、建設業法の定めにより国土交通大

臣から特定建設業者として電気通信設備及び電気設備工事の許可を受け、電気通信設備及び電気設備の建設工事を施

工、測量業法の定めるところによる測量業者として国土交通大臣から測量業者登録を受け測量に関する事業を行って

おります。

　また、情報システム事業及び東北運輸局の指定工場として自動車の整備事業を行っております。

　その概要を示せば次のとおりであります。

　なお、ＮＴＴ東日本の電気通信設備請負工事の競争参加資格を受けております。

１　建設事業

(1）電気通信設備工事

　地下施設に通信ケーブルを布設し、または建柱を行って通信ケーブルを架渉し、ケーブル相互間の接続及び通

話試験を行う工事並びに道路等を掘削し、管路の地下埋設、マンホールの築造を行う工事であります。但し、通

信線路・通信土木工事のための路線測量工事を含みます。

（主な関係会社）　㈱シグマックス、㈱ベルテック、㈱ユーニス

(2）電気設備工事

　電力の受配電、屋内電気配線、電気設備の設置工事であります。

２　情報システム事業他

　情報システムの企画、設計、構築、メンテナンス並びにソフトウェアの設計及び開発・販売であります。また、

自動車の車検整備、定期点検、一般整備等を行っております。

（主な関係会社）　大和自動車整備㈱、㈲ディックス、㈱エンジニア・サイエンス

　事業の系統図は概ね次のとおりであります。

 
得   意   先 

当   社 

電気通信設備工事 電気設備工事 情報システム事業 

工事受注・施工 

情報システム納入等 

情報システム納入等 

工事受注・施工 

㈱協和エクシオ 

親会社 

子会社 

※１ ㈱シグマックス 

※１ ㈱ベルテック 

※１ ㈱ユーニス 

※2,3 大和自動車整備㈱ 

※2,3 ㈲ディックス 

子会社 

※３ ㈱エンジニア・ 

サイエンス 

関連会社 

※１ 連結子会社

※２ 非連結子会社

※３ 持分法非適用会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、コンプライアンス（法令遵守）の確立が企業の存続を左右する重要な課題であるとの認識に立ち

企業倫理の確立を推進するとともに、経営理念及び安全品質方針を基本として、電気通信設備の建設をメインに、電

気設備の建設、コンピュータシステムの開発等の分野において業務の拡大・充実を図り、常に無事故で安全な作業に

心がけ、確かな品質を確保し、コストを意識した業務の改善を図ることをモットーに、お客様の信頼に応えるようグ

ループ全体を挙げて取り組んでおります。 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、株主価値を高めるためには自己資本利益率（ＲＯＥ）の増加による資本効率の向上へ向けた努力

が重要と認識しております。目下業績の回復を至上命題としてグループ一丸となって邁進しているところであり、安

定的収益見通しの確立を待って目標値の設定をしたいと考えております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  情報通信分野におきましては、ブロードバンドサービスの急速な普及拡大とともに、サービスの多様化・複合化に

応えた取り組みがなされてきておりますが、通信事業者間ではサービス・価格面での熾烈な競争が展開され、通信建

設事業者では引き続き厳しい経営環境が想定されます。

　このような経営環境にあって、当社グループは以下の事項について重点的に取り組んでまいります。

①　受注拡大のための営業体制の強化

グループ一体となった地域営業活動の推進を図ります。

②　コスト低減のための事業構造・体制の変革

グループ経営体制の確立による、事業展開の相乗効果の拡大に努めます。

③　グループ全体での効率経営の推進

合理化の推進、コスト競争に打ち勝つ企業体質の転換を図ります。

④　ＩＴ・ＩＰ事業関連技術者の人材育成・確保

市場ニーズに応える人材の早期育成・配置を図ります。

⑤　安全確保と更なる品質向上

安全・安心・信頼で事業活動を推進します。
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(4）会社の対処すべき課題

　情報通信の分野では、政府が世界最先端のＩＴ国家になることを目指したユビキタスネットワーク社会の実現に向

けて戦略、政策を掲げ産・官・学が連携して推進してきた結果、世界で最も廉価で高速なブロードバンド環境が実現

してきています。

　今後も成長分野となるブロードバンド市場については、昨年12月に「ＦＴＴＨの１千万加入」が実現したこともあ

り、「次世代ネットワーク（ＮＧＮ）」のサービスと技術の両面で事業者間の競争が繰り広げられております。

　一方、昨年12月にＮＴＴは、2010年に2000万のお客様が光アクセスサービスを利用できるようにするという現実的

でチャレンジングな目標を発表し積極的に推進しております。また、電話網とインターネット、固定と移動通信、通

信と放送の融合・連携を図り安全で利便性・経済性に優れたＮＧＮの実証実験が昨年末に終了し、いよいよ本年３月

末に商用サービス開始されました。ＮＧＮのオープン性により利用者のコラボレーションが進み、新しいサービスが

更に創出されることになりますます光化が促進することになると考えます。

　このように取巻く環境が大きく変化していく中で当社企業グループの建設事業においては、増大する光アクセスと

レガシーネットワークのマイグレーションが並行する工事が進んでおり、施工プロセスにおけるコストダウン要求、

納期の短縮、そして高度な施工技術と高品質が求められるようになってきております。

　従来の情報通信技術に加え、新たな技術にも迅速かつ柔軟に対応できる技術者の充実・強化が更に必要になり、従

来から培ってきた総合エンジニアリング技術をベースに、まず「お客様の立場」で行動し、今後更に市場拡大が予想

されるユーザー宅内工事等に対して、ワンストップで即応できるＩＴ宅内系技術者の育成や保守業務作業者の育成を

強力に進め、「現場力」の向上・強化に努め、お客様さらにはご発注者様のニーズに的確にお応えするサービスの充

実を図ってまいります。

　情報システム事業において、その市場環境は、熾烈な価格競争が続いていくことから受注環境は引続き厳しい状況

が続くものの、経営資源の集中と選択を図り、受注の更なる拡大に向けた積極的な提案型ソリューション営業を展開

してまいります。

　当社グループは引続き収益基盤の強化に向け自主経営を行いつつグループ会社である協和エクシオグループとの連

携関係を更に推し進め、シナジー効果を十分に発揮できる体制を整えてまいります。このような取り組みに加え従業

者の行動には、従来に比較できないほど高い信頼性が求められており、「統合マネジメントシステム（ＧＭＳ）」を

コアに「コンプライアンス意識の醸成」「法令規則の遵守」等、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を着実に推進し企業文

化として定着・発展させてまいります。

　更に、金融商品取引法で規定された内部統制報告制度を有効に整備し、誠実に実施することで公正で透明性の高い

経営の実現を目指してまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金預金   135,680   91,337   

２．受取手形・完成工事
未収入金等

  4,107,615   4,737,933   

３．未成工事支出金等   925,187   946,836   

４．繰延税金資産   ―   41,234   

５．その他   384,184   51,489   

貸倒引当金   △67,725   △40,170   

流動資産合計   5,484,942 68.3  5,828,660 70.9 343,718

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物・構築物  1,153,403   928,222    

減価償却累計額  △760,464 392,939  △628,560 299,661   

(2）機械・運搬具・工
具器具備品

 575,303   528,119    

減価償却累計額  △515,509 59,794  △471,604 56,514   

(3）土地   1,499,042   1,575,542   

有形固定資産合計   1,951,776   1,931,719  △20,057

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   30,773   50,693   

(2）その他   30,859   2,319   

無形固定資産合計   61,633   53,013  △8,619

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  484,125   362,296   

(2）長期貸付金   21,792   11,884   

(3）繰延税金資産   ―   883   

(4）その他   114,651   177,553   

貸倒引当金   △85,285   △143,783   

投資その他の資産合
計

  535,284   408,834  △126,450

固定資産合計   2,548,694 31.7  2,393,566 29.1 △155,127

資産合計   8,033,636 100.0  8,222,227 100.0 188,590
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形・工事未払
金等

  1,938,958   1,589,713   

２．短期借入金   600,000   1,120,000   

３．未払法人税等   56,585   23,180   

４．未成工事受入金   209,616   307,378   

５．賞与引当金   125,654   156,138   

６．役員賞与引当金   9,000   15,000   

７．その他   236,567   303,223   

流動負債合計   3,176,383 39.5  3,514,634 42.7 338,251

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   1,179,367   787,931   

２．役員退職慰労引当金   34,100   49,558   

３．長期未払金   11,551   1,575   

４．繰延税金負債   45,609   33,134   

５．負ののれん   17,376   12,147   

固定負債合計   1,288,005 16.0  884,346 10.8 △403,659

負債合計   4,464,388 55.5  4,398,981 53.5 △65,407

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,049,362 13.1  1,049,362 12.8 ―

２．資本剰余金   932,637 11.6  932,637 11.3 ―

３．利益剰余金   1,540,517 19.2  1,863,637 22.7 323,120

４．自己株式   △9,666 △0.1  △11,931 △0.1 △2,264

　　株主資本合計   3,512,850 43.8  3,833,706 46.6 320,856

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  18,419 0.2  △90,994 △1.1 △109,414

　　評価・換算差額等合計   18,419 0.2  △90,994 △1.1 △109,414

Ⅲ　少数株主持分   37,977 0.5  80,533 1.0 42,555

純資産合計   3,569,247 44.5  3,823,246 46.5 253,998

負債純資産合計   8,033,636 100.0  8,222,227 100.0 188,590
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(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　完成工事高   16,765,781 100.0  17,430,123 100.0 664,342

Ⅱ　完成工事原価 ※１  15,440,942 92.1  15,908,462 91.3 467,520

完成工事総利益   1,324,839 7.9  1,521,660 8.7 196,821

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,032,403 6.2  1,078,455 6.2 46,051

営業利益   292,436 1.7  443,205 2.5 150,769

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  834   823    

２．受取配当金  5,533   6,506    

３．受取生涯能力開発給
付金

 4,478   2,146    

４．負ののれん償却額  9,631   9,395    

５．その他  38,441 58,919 0.4 28,325 47,198 0.3 △11,720

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,088   3,291    

２．貸倒引当金繰入額  7,404   2,738    

３．その他  692 9,185 0.1 237 6,267 0.0 △2,918

経常利益   342,169 2.0  484,136 2.8 141,967

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 490   200    

２．投資有価証券売却益  300   ―    

３．貸倒引当金戻入額  12,494   11,325    

４．確定拠出型年金移行
益

 ―   66,566    

５．その他  1,791 15,076 0.1 2,057 80,149 0.5 65,073
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損等 ※３ 3,815   112,680    

２．電話加入権評価損  ―   28,338    

３．子会社株式売却損  6,984   ―    

４．役員退職慰労金  300   ―    

５．その他  5,332 16,432 0.1 6,286 147,306 0.8 130,873

税金等調整前当期純
利益

  340,813 2.0  416,980 2.4 76,166

法人税、住民税及び
事業税

 53,563   36,333    

法人税等調整額  ― 53,563 0.3 △42,118 △5,784 0.0 △59,347

少数株主利益   21,063 0.1  42,555 0.2 21,492

当期純利益   266,186 1.6  380,208 2.2 114,021
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(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４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,049,362 932,637 1,344,784 △8,129 3,318,654

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △57,116  △57,116

利益処分による役員賞与（注）   △8,000  △8,000

当期純利益   266,186  266,186

自己株式の取得    △1,537 △1,537

連結子会社減少に伴う剰余金減
少高

  △5,337  △5,337

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
（千円）

― ― 195,733 △1,537 194,195

平成19年３月31日　残高（千円） 1,049,362 932,637 1,540,517 △9,666 3,512,850

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

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） △25,269 △25,269 37,202 3,330,588

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △57,116

利益処分による役員賞与（注）    △8,000

当期純利益    266,186

自己株式の取得    △1,537

連結子会社減少に伴う剰余金減
少高

   △5,337

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

43,688 43,688 774 44,463

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

43,688 43,688 774 238,659

平成19年３月31日　残高（千円） 18,419 18,419 37,977 3,569,247

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,049,362 932,637 1,540,517 △9,666 3,512,850

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △57,088  △57,088

当期純利益   380,208  380,208

自己株式の取得    △2,264 △2,264

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
（千円）

― ― 323,120 △2,264 320,856

平成20年３月31日　残高（千円） 1,049,362 932,637 1,863,637 △11,931 3,833,706

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

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 18,419 18,419 37,977 3,569,247

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △57,088

当期純利益    380,208

自己株式の取得    △2,264

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△109,414 △109,414 42,555 △66,858

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△109,414 △109,414 42,555 253,998

平成20年３月31日　残高（千円） △90,994 △90,994 80,533 3,823,246
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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４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  340,813 416,980  

減価償却費  95,109 82,202  

のれん償却額  △705 △5,229  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △155,290 30,943  

賞与引当金の増減額（減少：△）  49,507 30,483  

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  9,000 6,000  

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △82,171 △391,435  

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 4,072 15,458  

有形固定資産売却益  △490 △200  

有形固定資産売却損  242 486  

有形固定資産除却損  3,777 112,680  

無形固定資産除却損  37 ―  

電話加入権評価損  ― 28,338  

投資有価証券売却益  △300 ―  

子会社株式売却損  6,984 ―  

受取利息及び受取配当金  △6,367 △7,330  

支払利息  1,088 3,291  

売上債権の増減額（増加：△）  130,699 △630,318  

未成工事支出金等たな卸資産の増減額
（増加：△)

 △333,724 △21,648  

仕入債務の増減額（減少：△）  226,353 △349,244  

未成工事受入金の増減額（減少：△）  127,854 97,762  

未払消費税等の増減額（減少：△）  9,813 13,287  

役員賞与の支払額  △8,000 ―  

その他  △131,514 228,043  

小計  286,790 △339,447 △626,238

利息及び配当金の受取額  6,367 7,330  

利息の支払額  △1,143 △2,095  

法人税等の支払額  △16,752 △70,052  

営業活動によるキャッシュ・フロー  275,262 △404,265 △679,528
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △21,337 △108,268  

有形固定資産の売却による収入  39 3,468  

無形固定資産の取得による支出  △12,380 △3,690  

投資有価証券の取得による支出  △504 △60  

投資有価証券の売却による収入  3,300 ―  

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出

※２ △60,750 ―  

貸付による支出  △7,000 △12,300  

貸付金の回収による収入  6,484 20,207  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,149 △100,642 △8,493

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  3,550,000 6,200,000  

短期借入金の返済による支出  △3,800,000 △5,680,000  

自己株式の取得による支出  △1,537 △2,264  

親会社による配当金の支払額  △57,081 △57,171  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △308,618 460,564 769,182

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △125,504 △44,343 81,161

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  261,185 135,680 △125,504

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 135,680 91,337 △44,343
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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４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社　　　　　　　　３社

㈱シグマックス

㈱ベルテック

㈱ユーニス

連結子会社　　　　　　　　３社

㈱シグマックス

㈱ベルテック

㈱ユーニス

 非連結子会社　　　　　　　２社

大和自動車整備㈱

㈲ディックス

　連結子会社でありました㈱大東電設を当

連結会計年度中に株式譲渡したことに伴い、

連結の範囲から除外しております。

　また、㈱弘和工電は、平成18年４月１日

付で㈱ユーニスに商号変更しておりま

す。

　非連結子会社２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、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結

から除外しております。

　なお、非連結子会社でありました㈱ビー

ピーエスは平成19年３月５日に清算結了し

ております。

非連結子会社　　　　　　　２社

大和自動車整備㈱

㈲ディックス

　非連結子会社２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、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結

から除外しております。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法非適用非連結子会社　２社

大和自動車整備㈱

㈲ディックス

持分法非適用非連結子会社　２社

大和自動車整備㈱

㈲ディックス

 持分法非適用関連会社　　　１社

㈱エンジニア・サイエンス

　持分法適用関連会社でありました㈱リ

テックを当連結会計年度中に株式譲渡した

ことに伴い、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない非連結子会社２

社及び関連会社１社については、連結純損

益及び利益剰余金等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おります。

　なお、㈱エンジニア・サイエンスは平成

18年10月３日に民事再生法の規定による再

生手続開始の決定を受けております。

持分法非適用関連会社　　　１社

㈱エンジニア・サイエンス

　持分法を適用していない非連結子会社２

社及び関連会社１社については、連結純損

益及び利益剰余金等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おります。

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の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法によっております。）

①　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

 ②　たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

②　たな卸資産

未成工事支出金

同左

 材料貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

材料貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を適用しております。なお、耐

用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によって

おります。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り償却してお

ります。また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産については、

３年間で均等償却しております。

①　有形固定資産

　定率法を適用しております。なお、耐

用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によって

おります。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り償却してお

ります。また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産については、

３年間で均等償却しております。

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、当連結会計年

度より、法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年３月30

日　法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号））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

いては、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、償

却可能限度額まで償却が終了した翌連結

会計年度から５年間で均等償却する方法

によっております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 ②　無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しておりま

す。

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

 市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却額と、残

存見込販売有効期間に基づく均等償却

額とのいずれか大きい額を計上してお

ります。なお、当初における見込販売

有効期間は３年であります。

市場販売目的のソフトウェア

同左

 その他

　定額法を適用しております。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おりま

す。

その他

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につい

ては、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め設定しているもので、賞与支給規程に

基づき、連結会計年度末日後の支給予定

額を基準として設定しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づく当連結会計年度負担額

を計上しております。

 ③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づく当連結会計年度負担額を

計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委員会　

平成17年11月29日　企業会計基準第４

号)を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ

9,000千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

③　役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づく当連結会計年度負担額を

計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 ④　受注工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、当連結

会計年度末における手持工事のうち、損

失発生の可能性が高く、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おります。

④　受注工事損失引当金

同左

 ⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

　また、数理計算上の差異は発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理を

することとしております。

⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を計上し

ております。

　なお、過去勤務債務は発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を費用処理してお

ります。

　また、数理計算上の差異は発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理を

することとしております。

（追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成19年４月１日付けで退職年金規程の

改定を行い、適格退職年金制度について

確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用して

おります。

　これに伴い、当連結会計年度において、

確定拠出年金移行益66,566千円を特別利

益に計上しております。

 ⑥　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

会社内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。

⑥　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　完成工事高の計上基準

　完成工事高の計上基準は、工事完成基

準によっております。

①　完成工事高の計上基準

同左

 ②　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

②　消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

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は、全

面時価評価法によっております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。

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ヵ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

同左
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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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

3,531,270千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

―――――― 

（企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年

12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号　平成18年12月22日）を適用しております。

―――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん」と表示しております。

―――――― 

 

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「連結調整勘定償却額」は、営業外

収益の総額の百分の十を超えたため、区分掲記すること

といたしました。なお、改正後の連結財務諸表規則に基

づき、「負ののれん償却額」と表示しております。また、

前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれてい

る「連結調整勘定償却額」は378千円であります。

―――――― 

 

（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

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。

―――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 41,500千円 投資有価証券（株式）       41,500千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

従業員給料手当 509,070千円

貸倒引当金繰入額 2千円

賞与引当金繰入額 3,786千円

役員賞与引当金繰入額 9,000千円

退職給付費用 21,351千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,011千円

減価償却費 16,416千円

従業員給料手当 473,870千円

貸倒引当金繰入額 39,530千円

賞与引当金繰入額 17,591千円

役員賞与引当金繰入額 15,000千円

退職給付費用 26,855千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,515千円

減価償却費 15,409千円

　なお、販売費及び一般管理費の金額のうち一般管理

費の占める割合は、おおよそ61.0％であります。

　なお、販売費及び一般管理費の金額のうち一般管理

費の占める割合は、おおよそ63.5％であります。

研究開発費

　一般管理費、当期製造費用に含まれる研究開発費

の金額は28,792千円であります。

研究開発費

　一般管理費、当期製造費用に含まれる研究開発費

の金額は21,769千円であります。

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械・運搬具・工具器具備品 17千円

土地 472千円

計 490千円

機械・運搬具・工具器具備品 200千円

  

  

※３　固定資産除却損等の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損等の内容は次のとおりであります。

建物・構築物 412千円

機械・運搬具・工具器具備品 3,364千円

ソフトウェア 37千円

計 3,815千円

建物・構築物 61,633千円

機械・運搬具・工具器具備品 1,547千円

撤去費用 49,500千円

計 112,680千円
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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４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 11,467,250 ― ― 11,467,250

合計 11,467,250 ― ― 11,467,250

自己株式

普通株式（注） 43,986 5,592 ― 49,578

合計 43,986 5,592 ― 49,578

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加5,592株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 57,116 5 平成18年３月31日 平成18年６月20日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月20日

定時株主総会
普通株式 57,088 利益剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月21日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 11,467,250 ― ― 11,467,250

合計 11,467,250 ― ― 11,467,250

自己株式

普通株式（注） 49,578 9,830 ― 59,408

合計 49,578 9,830 ― 59,408

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加9,830株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月20日

定時株主総会
普通株式 57,088 5 平成19年３月31日 平成19年６月21日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月18日

定時株主総会
普通株式 68,447 利益剰余金 6 平成20年３月31日 平成20年６月19日

（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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表の

現金預金勘定の期末残高とは一致しております。

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表の

現金預金勘定の期末残高とは一致しております。

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

㈱大東電設（平成18年４月１日現在）

※２　　　　　　　　――――――

 

流動資産 180,927千円

固定資産 22,046千円

資産合計 202,974千円

流動負債 △119,855千円

固定負債 △35,700千円

負債合計 △155,555千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械・運搬具・
工具器具備品

80,266 45,197 35,069

ソフトウェア 20,515 10,159 10,356

計 100,782 55,356 45,425

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械・運搬具・
工具器具備品

192,352 56,154 136,198

ソフトウェア 45,678 19,594 26,084

計 238,031 75,748 162,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 20,832千円

１年超 25,260千円

計 46,093千円

１年内 46,262千円

１年超 117,311千円

計 163,574千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 23,849千円

（維持管理費用を除く）

　上記金額には、転リース先からの回収額3,918千円

が含まれております。

減価償却費相当額 23,954千円

支払利息相当額 911千円

支払リース料 40,192千円

（維持管理費用を除く）

減価償却費相当額 38,088千円

支払利息相当額 2,727千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額と維持管理費用相当額とし、利息相当

額の各期への配分方法は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 75,471千円

１年超 310,049千円

計 385,520千円

１年内 83,829千円

１年超 277,225千円

計 361,054千円

（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

の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日)

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 319,569 350,730 31,160

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 319,569 350,730 31,160

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 50,394 50,128 △265

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 50,394 50,128 △265

合計 369,963 400,858 30,895

 ２　連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日)

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

3,300 300 ―

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

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 83,267

（当連結会計年度）

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 ― ― ―

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

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 369,963 278,969 △90,994

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 369,963 278,969 △90,994

合計 369,963 278,969 △90,994

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 83,327
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。また、従業

員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算

による退職給付債務の対象とされていない割増退職金

を支払う場合があります。

　また、連結子会社３社は確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入しております。

 

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採

用しておりましたが、平成19年４月１日付けで適格退

職年金制度分について確定拠出年金制度へ移行してお

ります。

　また、連結子会社３社は確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入しております。

 

２　退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日） ２　退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日）

イ　退職給付債務 △1,844,235千円

ロ　年金資産 708,704千円

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,135,531千円

ニ　会計基準変更時差異の

未処理額
―

ホ　未認識数理計算上の差異 △43,836千円

ヘ　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △1,179,367千円

イ　退職給付債務 △794,095千円

ロ　年金資産 ―

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △794,095千円

ニ　未認識過去勤務債務 34,114千円

ホ　未認識数理計算上の差異 △27,951千円

ヘ　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △787,932千円

３　退職給付費用に関する事項（自平成18年４月１日　至

平成19年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項（自平成19年４月１日　至

平成20年３月31日）

勤務費用 80,087千円

利息費用 29,039千円

期待運用収益 △11,315千円

会計基準変更時差異の費用処理額 ―

数理計算上の差異費用処理額 △4,986千円

退職給付費用 92,825千円

勤務費用 37,807千円

利息費用 12,637千円

過去勤務債務の費用処理額 8,528千円

数理計算上の差異費用処理額 2,467千円

確定拠出年金掛金 39,034千円

退職給付費用 100,474千円

  

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

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 　 1.5％

期待運用収益率 　 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 ５年

  

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 ５年

  

大和電設工業株式会社（1985）平成 20 年３月期決算短信

－ 28 －



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（企業結合等）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

退職給付引当金限度超過額 476,228千円

繰越欠損金 268,070千円

貸倒引当金 53,210千円

その他 100,848千円

繰延税金資産小計 898,358千円

評価性引当額 △898,358千円

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 30,397千円

その他 15,212千円

繰延税金負債合計 45,609千円

繰延税金資産  

退職給付引当金限度超過額 320,215千円

繰越欠損金 255,723千円

貸倒引当金 32,854千円

その他 143,689千円

繰延税金資産小計 752,483千円

評価性引当額 △710,365千円

繰延税金資産合計 42,118千円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 30,397千円

その他 2,736千円

繰延税金負債合計 33,134千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費 2.0％

受取配当金 △0.3％

住民税均等割 4.5％

評価性引当額 △33.4％

その他 2.5％

税効果会計適用後の　　　　　

法人税等の負担率

15.7％

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 40.6％

（調整）  

交際費 0.8％

受取配当金 △0.3％

住民税均等割 3.6％

評価性引当額 △47.0％

その他 0.9％

税効果会計適用後の　　　　　

法人税等の負担率

△1.4％
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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４月１日　至　平成19年３月31日）

 
建設事業
（千円）

情報システム
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 16,259,985 505,795 16,765,781 ― 16,765,781

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 16,259,985 505,795 16,765,781 ― 16,765,781

営業費用 15,635,327 445,617 16,080,944 392,401 16,473,345

営業利益 624,658 60,178 684,837 (392,401) 292,436

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 7,145,649 301,147 7,446,797 586,839 8,033,636

減価償却費 65,142 21,376 86,519 8,589 95,109

資本的支出 14,969 11,743 26,712 1,682 28,394

　（注）１　事業区分の方法

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要な事業の内容

建設事業………………電気通信設備工事（電気通信線路工事、通信土木工事）及び電気設備工事（電力の

受配電、屋内電気配線、電気設備の設置工事）

情報システム事業……情報システムの企画、設計、構築、メンテナンス並びにソフトウェアの設計及び開

発・販売

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（392,401千円）の主なものは、提出会社本

社の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度586,839千円であり、その主な

ものは、提出会社での余資運用資金で（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資

産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額が含まれております。

６　会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）③に記載のとおり、当連結会計年度より、

「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号)を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は9,000千円増

加し、営業利益が同額減少しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める建設事業の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。
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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４月１日　至　平成19年３月31日）及び

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高がないため、記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１.親会社及び法人主要株主等 

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

親会社
㈱協和エク
シオ

東京都渋谷
区

6,888,731

ＮＴＴ
関連通信
設備工事
等の事業

被所有

直接 51.20

間接  5.72

―

当社へ
電気通信
設備工事
を発注

資金の借入 3,550,000
短期借入
金 

600,000
資金の返済 3,800,000

利息の支払 1,043 未払金 559

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）　資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は提供

しておりません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１.親会社及び法人主要株主等 

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

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
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

親会社
㈱協和エク
シオ

東京都渋谷
区

6,888,731

ＮＴＴ
関連通信
設備工事
等の事業

被所有

直接 51.21

間接  5.91

―

当社へ
電気通信
設備工事
を発注

資金の借入 6,200,000
短期借入
金 

1,120,000

利息の支払 3,253 未払金 1,716

本社建物
撤去

49,500 未払金 51,975

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）　資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は提供

しておりません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 309.28円

１株当たり当期純利益 23.31円

１株当たり純資産額  328.08円

１株当たり当期純利益 33.32円

　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おりません。

　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おりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 266,186 380,208

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 266,186 380,208

普通株式の期中平均株式数（株） 11,419,714 11,411,156
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成19年４月

１日付けで退職金規程の改定を行い、適格退職年金制度

について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しております。

　本移行に伴う翌連結会計年度の損益に与える影響額は、

60百万円（特別利益）の見込みであります。

―――――― 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金預金   44,555   38,680   

２．受取手形   176,676   138,097   

３．完成工事未収入金   3,130,605   3,858,698   

４．未成工事支出金   517,716   545,929   

５．材料貯蔵品   1,968   10,092   

６．前払金   323,960   ―   

７．前払費用   20,146   20,661   

８．関係会社短期貸付金   446,211   673,000   

９．未収入金   260,844   21,294   

10．未収税金   529   607   

11．その他   464   773   

貸倒引当金   △70,664   △181,456   

流動資産合計   4,853,014 66.8  5,126,378 69.9 273,364

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  814,083   595,670    

減価償却累計額  △539,723 274,359  △404,145 191,524   

(2）構築物  150,243   142,635    

減価償却累計額  △113,065 37,177  △109,471 33,164   

(3）機械装置  100,949   97,693    

減価償却累計額  △89,204 11,744  △89,059 8,634   

(4）工具器具  111,540   111,293    

減価償却累計額  △95,967 15,572  △96,817 14,476   

(5）備品  137,274   124,426    

減価償却累計額  △120,300 16,973  △102,206 22,220   

(6）土地   1,359,306   1,435,806   

有形固定資産合計   1,715,135 23.6  1,705,826 23.3 △9,308
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）借地権   240   240   

(2）ソフトウェア   30,101   50,425   

(3）その他   28,777   1,875   

無形固定資産合計   59,120 0.8  52,541 0.7 △6,579

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   442,625   320,796   

(2）関係会社株式   101,810   101,810   

(3）従業員長期貸付金   14,560   10,984   

(4）関係会社長期貸付
金

  272,080   ―   

(5）破産更生債権等   4,850   71,368   

(6）長期前払費用   3,040   2,861   

(7）敷金保証金   64,389   62,928   

(8）その他   32,941   31,631   

投資損失引当金   △16,260   △16,260   

貸倒引当金   △286,247   △138,354   

投資その他の資産合
計

  633,790 8.8  447,766 6.1 △186,023

固定資産合計   2,408,045 33.2  2,206,134 30.1 △201,911

資産合計   7,261,059 100.0  7,332,513 100.0 71,453
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．工事未払金   1,706,361   1,267,129   

２．関係会社短期借入金   600,000   1,120,000   

３．未払法人税等   18,924   19,091   

４．未払消費税等   1,976   30,797   

５．未成工事受入金   132,196   250,114   

６．賞与引当金   ―   37,378   

７．役員賞与引当金   8,000   14,000   

８．その他   82,057   177,652   

流動負債合計   2,549,516 35.1  2,916,164 39.8 366,647

Ⅱ　固定負債         

１．長期未払金   11,551   1,575   

２．退職給付引当金   1,179,367   787,931   

３．役員退職慰労引当金   27,817   42,983   

４．繰延税金負債   42,872   30,397   

固定負債合計   1,261,609 17.4  862,887 11.8 △398,721

負債合計   3,811,125 52.5  3,779,051 51.5 △32,074
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,049,362 14.5  1,049,362 14.3 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  932,637   932,637    

資本剰余金合計   932,637 12.8  932,637 12.7 ―

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  111,403   111,403    

(2）その他利益剰余金         

株主配当積立金  172,000   172,000    

固定資産圧縮積立
金

 44,881   44,881    

別途積立金  595,000   595,000    

繰越利益剰余金  535,896   751,102    

利益剰余金合計   1,459,181 20.1  1,674,387 22.8 215,205

４．自己株式   △9,666 △0.1  △11,931 △0.2 △2,264

株主資本合計   3,431,514 47.3  3,644,456 49.7 212,941

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  18,419 0.2  △90,994 △1.2 △109,414

評価・換算差額等合
計 

  18,419 0.2  △90,994 △1.2 △109,414

純資産合計   3,449,933 47.5  3,553,461 48.5 103,527

負債純資産合計   7,261,059 100.0  7,332,513 100.0 71,453
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　完成工事高   11,209,802 100.0  11,791,186 100.0 581,384

Ⅱ　完成工事原価   10,146,122 90.5  10,577,095 89.7 430,972

完成工事総利益   1,063,679 9.5  1,214,091 10.3 150,411

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  56,006   55,706    

２．従業員給料手当  454,746   436,746    

３．賞与引当金繰入額  ―   11,030    

４．役員賞与引当金繰入
額

 8,000   14,000    

５．退職給付費用  20,693   25,835    

６．役員退職慰労引当金
繰入額

 9,878   15,165    

７．法定福利費  68,298   71,258    

８．福利厚生費  2,483   2,145    

９．修繕維持費  1,080   651    

10．事務用品費  25,585   29,605    

11．通信交通費  65,551   60,284    

12．動力用水光熱費  6,159   4,751    

13．調査研究費  5,665   27,692    

14．広告宣伝費  4,017   3,677    

15．交際費  6,768   5,454    

16．寄付金  800   ―    

17．地代家賃  18,138   27,913    

18．減価償却費  11,417   11,085    

19．租税公課  19,660   20,432    

20．保険料  1,789   2,398    

21．貸倒引当金繰入額  ―   39,465    

22．雑費  108,015 894,758 8.0 89,080 954,382 8.1 59,623

営業利益   168,921 1.5  259,709 2.2 90,787
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  6,727   6,702    

２．受取配当金  5,528   6,495    

３．受取生涯能力開発
給付金

 4,478   2,146    

４．受取家賃  5,462   4,710    

５．雑収入  16,745 38,943 0.3 11,011 31,067 0.3 △7,876

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,050   3,253    

２．貸倒引当金繰入額  3,637   ―    

３．雑損失  445 5,132 0.0 ― 3,253 0.0 △1,878

経常利益   202,732 1.8  287,523 2.4 84,790

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  480   ―    

２．投資有価証券売却益  300   ―    

３．子会社株式売却益  2,208   ―    

４．貸倒引当金戻入額  16,662   76,567    

５．投資損失引当金戻入
額

 3,760   ―    

６．確定拠出型年金移行
益

 ―   66,566    

７．その他特別利益  1,791 25,203 0.2 ― 143,133 1.2 117,929

         

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損等  2,354   112,530    

２．出資金評価損  970   ―    

３．電話加入権評価損  ―   26,720    

４．その他特別損失  1,600 4,924 0.0 5,800 145,051 1.2 140,126

税引前当期純利益   223,011 2.0  285,605 2.4 62,593

法人税、住民税及び
事業税

 13,516 13,516 0.1 13,311 13,311 0.1 △205

当期純利益   209,495 1.9  272,294 2.3 62,799
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  316,322 3.1 400,473 3.8 84,150

Ⅱ　労務費  50,531 0.5 57,595 0.5 7,063

Ⅲ　外注費  7,959,843 78.5 8,170,729 77.3 210,886

Ⅳ　経費  1,819,424 17.9 1,948,296 18.4 128,872

（うち人件費）  (1,167,088) (11.5) (1,202,120) (11.4) (35,031)

計  10,146,122 100.0 10,577,095 100.0 430,972

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算により、直接工事費は、材料費、労務費、外注費、経費の諸要素毎に工事単

位に賦課しております。

また、間接工事費は直接工事費を基準として配賦しております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

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

株主配当
積立金

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３月31日
　
残高（千円）

1,049,362 932,637 932,637 111,403 172,000 44,881 595,000 391,518 1,314,802 △8,129 3,288,672

事業年度中の変動額

剰余金の配当
（注）

       △57,116 △57,116  △57,116

利益処分による役
員賞与（注）

       △8,000 △8,000  △8,000

当期純利益        209,495 209,495  209,495

自己株式の取得          △1,537 △1,537

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

           

事業年度中の変動額
合計（千円）

― ― ― ― ― ― ― 144,378 144,378 △1,537 142,841

平成19年３月31日
　残高（千円）

1,049,362 932,637 932,637 111,403 172,000 44,881 595,000 535,896 1,459,181 △9,666 3,431,514

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日
　
残高（千円）

△25,269 △25,269 3,263,403

事業年度中の変動額

剰余金の配当
（注）

  △57,116

利益処分による役
員賞与（注）

  △8,000

当期純利益   209,495

自己株式の取得   △1,537

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

43,688 43,688 43,688

事業年度中の変動額
合計（千円）

43,688 43,688 186,530

平成19年３月31日
　残高（千円）

18,419 18,419 3,449,933

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

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

株主配当
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日
　
残高（千円）

1,049,362 932,637 932,637 111,403 172,000 44,881 595,000 535,896 1,459,181 △9,666 3,431,514

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △57,088 △57,088  △57,088

当期純利益        272,294 272,294  272,294

自己株式の取得          △2,264 △2,264

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

           

事業年度中の変動額
合計（千円）

― ― ― ― ― ― ― 215,205 215,205 △2,264 212,941

平成20年３月31日
　残高（千円）

1,049,362 932,637 932,637 111,403 172,000 44,881 595,000 751,102 1,674,387 △11,931 3,644,456

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日
　
残高（千円）

18,419 18,419 3,449,933

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △57,088

当期純利益   272,294

自己株式の取得   △2,264

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

△109,414 △109,414 △109,414

事業年度中の変動額
合計（千円）

△109,414 △109,414 103,527

平成20年３月31日
　残高（千円）

△90,994 △90,994 3,553,461
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６．その他
役員の異動

（平成20年６月18日付予定）

 

(1）代表取締役の異動

該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

 

①　新任取締役候補

 

取締役　　　　　　　　　　　　結　城　澄　雄　　　（現　企画総務部長）

企画総務部長

 

取締役　　　　　　　　　　　　杉　浦　信　一　　　（現　株式会社協和エクシオ

ＮＴＴ営業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社内システム推進部長）

 

取締役（社外取締役）　　　　　麦　谷　　　豊　  　（現　株式会社協和エクシオ　人事部担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社サンクレックス　代表取締役社長）

 

②　退任予定取締役

 

現　取締役　　　　　　　　　　五十嵐　憲　一

　　ＮＴＴ営業部長

 

現　取締役　　　　　　　　　　兵　藤　　　篤

 

現　取締役（社外取締役）　　　新　矢　邦　彰

 

③　新任監査役候補

 

監査役（社外監査役）　　　　　松　尾　良　風　　  （現　弁護士）

 

監査役（社外監査役）　　　　　加　藤　公　男　　　（現　株式会社協和エクシオ　東北支店総務部長）

 

④　退任予定監査役

 

現　監査役（社外監査役）　　　菅　野　國　夫

 

現　監査役（社外監査役）　　　湯　浅　和　典
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