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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 79,278 △17.0 1,295 － 887 － 1,264 －

19年３月期 95,465 △0.1 △1,682 － △2,180 － △1,911 －

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 12 02  － 25.0 1.6 1.6

19年３月期 △18 15  － △32.7 △3.4 △1.8

（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 49,136 5,435 11.1 51 67

19年３月期 63,960 4,664 7.3 44 31

（参考）自己資本 20年３月期 5,435百万円 19年３月期 4,664百万円

（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 △1,447 2,062 △5,037 5,435

19年３月期 4,213 120 △776 9,856

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  －  － 0 00 － － －
20年３月期  －  － 0 00 － － －

21年３月期（予想）  －  － 0 00 － － －

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 34,200 △9.0 50 △89.5 △200 － △250 － △2 38

通期 77,500 △2.2 1,400 8.0 850 △4.2 600 △52.5 5 71
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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、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

（3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 106,142,250株 19年３月期 106,142,250株

②　期末自己株式数 20年３月期 954,310株 19年３月期 865,871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、29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 77,314 △17.8 1,109 － 699 － 1,190 －

19年３月期 94,028 △0.5 △1,763 － △2,252 － △1,940 －

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 11 31  －

19年３月期 △18 43  －

（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 48,497 5,155 10.6 49 02

19年３月期 63,325 4,427 7.0 42 06

（参考）自己資本 20年３月期 5,155百万円 19年３月期 4,427百万円

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 33,500 △8.6 0 － △250 － △300 － △2 85

通期 76,000 △1.7 1,250 12.7 700 0.1 550 △53.8 5 23

※　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に基づき作成したものであります。　

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

①当期の業績

　当連結会計年度のわが国経済は、企業業績が概ね底堅く推移しており、民間需要に支えられた景

気回復基調が続くものの、サブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動、急激な

円高、原油価格の高騰等により、年後半には景気悪化懸念が増すこととなりました。

　この間、当建設業界では、引き続き公共投資は低調に推移し、比較的堅調であった民間設備投資

についても改正建築基準法施行後の建築確認事務停滞の影響等による建築着工の急減もあり、建設

投資は減速し、特に民間住宅投資は大幅な落ち込みとなりました。

　このような状況下にあって、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする中期経営計画「チャ

レンジ！大末２５３」を策定し、事業構造の再構築による収益力の強化、収益責任を明確にした営

業・施工一貫体制の構築による組織力強化等を図ってまいりました結果、当連結会計年度の業績は

売上高が７９２億７８百万円（前連結会計年度比１７．０％減）、経常利益が８億８７百万円（前

連結会計年度は２１億８０百万円の経常損失)、当期純利益が１２億６４百万円（前連結会計年度は

１９億１１百万円の当期純損失）となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

 　（建設事業）

　　　受注高につきましては、７３７億１５百万円（前連結会計年度比５．２％減）、完成工事高は

　　７７９億９８百万円（前連結会計年度比１６．５％減）、営業利益は１６億２４百万円（前連結会

　　計年度は２３億７５百万円の営業損失）となりました。なお、受注高における建築と土木の構成比

　　率は、建築工事が８８．５％、土木工事が１１．５％であり、発注者別の構成比率では、官公庁工

　　事が２２．１％、民間工事が７７．９％となっております。また完成工事高の工事別内訳は、建築

　　工事が９０．９％、土木工事が９．１％となっております。

 

 　（不動産事業等）

　　　不動産事業等（不動産の売買、賃貸管理ならびに保険の代理業等）の売上高は１２億８０百万円

　　（前連結会計年度比３６．６％減）、営業利益は５２百万円（前連結会計年度比９４．９％減）と

　　なりました。

 

 　 ②次期の見通し

　　　今後の見通しにつきましては、急激な円高、原油高、資源高に伴い、景気を牽引してきた輸出関

　　連企業の業績悪化懸念と海外経済の減速により、景気の先行きは当面低調に推移するものと予想さ

　　れております。

　　　このような状況の中で、当社は中期経営計画の２年目である平成20年度施策として、事業面では

　　主力のマンション事業の梃入れ、設計施工案件に結びつく提案力の強化、調達力の強化、施工力の

　　安定等を、組織面では、業務と人員の流動化を図るための組織のスリム化の促進と営業・工事一体

　　化をより一層進め、事業部制のメリットを増大させてまいります。

　　　次期の連結業績につきましては、売上高が７７５億円（当連結会計年度比２．２％減）、経常利

　　益が８億５０百万円（当連結会計年度比４．２％減）、当期純利益が６億円（当連結会計年度比

　　５２．５％減）と予想しております。

 

(2）財政状態

 【キャッシュ・フローの状況】  

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による資金の増加要因があったものの、

仕入債務の減少や未成工事支出金の増加により、１４億４７百万円の資金の減少（前連結会計年度

は４２億１３百万円の資金の増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却等により、２０億６２百万円の資金

の増加（前連結会計年度は１億２０百万円の資金の増加）となりました。

　また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により、５０億３７百万円の資金
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の減少（前連結会計年度は７億７６百万円の資金の減少）となりました。

　これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より４４億２１

百万円減少し、５４億３５百万円となりました。  

 

【キャッシュ・フロー指標のトレンド】
平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率(%)       8.9       8.1      11.1       7.3      11.1

時価ベースの自己資本比率(%)      22.3      21.4      27.6      18.3      12.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) － －      2.4      4.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － 14.1      9.2 －

（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／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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

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

※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。

※平成16年３月期、平成17年３月期及び平成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・レシオについては、キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　株主に対する利益剰余金につきましては、安定配当を基本方針とし、株主利益の増大を念頭に置

いて、当期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。

　当期の配当につきましては、遺憾ながら復配体制の確立までには至らず、無配とさせていただき

ます。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、建設業の特性である工

事の着工から完成引渡しまでの期間が長いという事情があり、以下の項目を認識しております。

　なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現

在において判断したものであります。

①事業環境の変化に伴うリスク

　　住宅市場動向の大幅な変動があった場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

②資材価格の変動に伴うリスク

　　原材料等の価格が高騰した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③取引先の信用リスク

　　工事代金を受領する前に取引先が信用不安等に陥った場合、業績等に影響を及ぼす可能性があ

　ります。

④金利水準等の変動リスク

　　予期せぬ経済情勢の変化により金利が急激に上昇した場合、又は、株価が大幅に下落した場

　合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤災害発生に伴うリスク

　　施工中に天候等の原因により予期せぬ災害が発生した場合、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

　当社グループは、当社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事

業としております。当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、主

に次のとおりであります。

建　 設 　事　 業　当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、アメニティサポート株式会

　　　　　　　　　 社、株式会社ＤＡIＭは建設事業を営んでおります。また、関連会社である金岡

 　　　　　　　　　単身寮ＰＦＩ株式会社は建設事業を営んでおります。 

不 動 産 事 業 等　当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、非連結子会社であるダイス

　　　　　　　　　 エ開発株式会社は、不動産事業を営んでおります。また、大末サービス株式会

　　　　　　　　　 社は、保険の代理業を営んでおります。連結子会社であるテクノワークス株式

　　　　　　　　　 会社は、労働者派遣業を営んでおります。 

 
得   意   先 

建設事業 

関連会社 
 金岡単身寮ＰＦＩ㈱※ 

建設事業 

連結子会社 
 大末サービス㈱ 
 アメニティサポート㈱ 
 ㈱ＤＡＩＭ 

不動産事業等 

連結子会社 
 大末サービス㈱ 
 テクノワークス㈱ 
非連結子会社 
 ダイスエ開発㈱ 

建設事業 

当      社 

不動産事業等 

工事施工 工事施工 

工事施工 
不動産の 
売買、賃貸 

不動産の売買、賃貸管理 
保険の代理業、労働者派遣業 

　（注）　※は持分法非適用会社であります。

 　関係会社の状況

名　　称 住　　所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容

（連結子会社）

大末サービス㈱ 大阪市中央区 20 建設事業 100.0 当社グループの保険代理業務

不動産事業等 不動産の管理等

アメニティサポート

㈱

当社グループからの土木建築

大阪市中央区 90 建設事業 100.0 工事の請負業務及びコンサル

ティング業務

 テクノワークス㈱ 大阪市中央区 40
不動産事業等

100.0
当社グループへの労働者派遣

(労働者派遣業) 業務

当社グループからの土木建築

㈱ＤＡＩＭ 大阪市中央区 50 建設事業 100.0 工事の請負業務及びコンサル

ティング業務

 　(注)　大末サービス㈱が保有していたテクノワークス㈱の株式は、平成20年２月29日に同社から全株式を取得し、

　　　　 完全子会社といたしました。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、建設業を通じて、お客様のご満足を第一に、豊かな人間生活に貢献することを

経営理念としております。

　国際規格である品質ＩＳＯ（ＩＳＯ９００１）と環境ＩＳＯ（ＩＳＯ１４００１）の認証をそれ

ぞれ取得してまいりましたが、今後とも品質の向上・安全の確保・環境の保全により一層積極的に

取り組んでまいります。また、企業の社会的責任を全うするとともに、事業の更なる発展と経営の

安定化を図り、株主をはじめ当社グループに信頼をお寄せいただいている方々のご期待にお応えし

ていくことを基本方針として経営努力を重ねてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、「(3)中長期的な会社の経営戦略」記載の中期経営計画「チャレンジ！大末２５

３」に基づき、その目標として社会から企業存続を認知される収益水準への到達を目指してまいり

ます。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、当連結会計年度を初年度とする３か年の新中期経営計画「チャレンジ！大末２

５３」を策定致しました。

主要施策は、

　①事業構造の再構築（事業の選択と集中）により、収益力を強化

　　・従来からの主力事業であるマンション事業の梃入れにより、収益性の向上を実現

　　・大きな成長の見込めない事業、エリアの方向性を明確化

　　・徹底的なコスト削減を実施

　②事業運営体制の再構築等インフラ面での改革により、組織力を強化

　　・収益責任を明確にした営業施工一貫の事業本部制を導入

　　・組織体制の再構築に併せて、評価制度等の見直しを実施

　③社員の意識改革による粘り強い集団への転換

　　・事業面、インフラ面での改革を通して、社員の意識変革を実現

の３つであり、継続的な成長を可能にする“地力を備えた企業体質”への変革を目指します。

(4）会社の対処すべき課題

　当建設業界では、住宅投資は、昨年の建築基準法改正の影響も収束し、民間住宅投資は改善する

ことが予想されますが、政府支出の抑制、地方自治体の予算削減等による緊縮基調は変らず、引き

続き厳しい経営環境が続くものと思われます。また、企業行動に対する評価が厳しさを増す昨今、

内部統制の強化、コンプライアンスの徹底等社会的責任への対応とともに、団塊世代の大量退職に

伴うノウハウの伝承が喫緊の課題となっております。

　受注競争の激化や資材・労務費の一層の高騰等により、以前にも増して厳しい状況が続いており

ますが、当社グループは、復配の早期実現に向け、３か年の中期経営計画「チャレンジ！大末２５

３」を策定し、その抜本的な改革の達成を目指し全力を挙げて取り組んでおります。

　また、平成20年度から内部統制システムの本格運用により、財務報告の信頼性の向上を図るとと

もに、技術・ノウハウを伝承することにより技術力の維持・向上に努めてまいります。

　以上のような施策を展開することにより、引き続き収益体質の改善に取り組んでまいりたいと存

じます。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額(百万円)

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

現金預金 ※２  10,174   5,642   △4,532

受取手形・完成工事
未収入金等

※２
※６

 40,644   30,021   △10,623

未成工事支出金   3,359   4,971   1,611

その他たな卸資産   1,185   1,864   678

短期貸付金   194   189   △5

その他 ※２  1,083   1,259   176

貸倒引当金   △2   △1   1

流動資産合計   56,640 88.6  43,946 89.4  △12,694

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

建物・構築物 ※２  2,368   1,695   △672

機械装置・車両運搬
具・工具器具備品

  457   408   △49

土地 ※２  2,801   1,738   △1,062

建設仮勘定   －   67   67

減価償却累計額   △1,565   △1,182   383

有形固定資産計   4,060   2,726   △1,334

２　無形固定資産   69   71   1

３　投資その他の資産          

投資有価証券
※１
※２
※５

 2,038   1,318   △720

長期貸付金   34   24   △9

その他 ※２  1,633   1,068   △564

貸倒引当金   △517   △19   498

投資その他の資産計   3,189   2,392   △796

固定資産合計   7,319 11.4  5,190 10.6  △2,129

資産合計   63,960 100.0  49,136 100.0  △14,823
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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）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額(百万円)

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

支払手形・工事未払金
等

※６  32,642   23,190   △9,452

短期借入金 ※２  18,153   12,824   △5,328

未払法人税等   58   65   7

未成工事受入金   3,211   3,390   178

完成工事補償引当金   316   202   △113

賞与引当金   149   114   △34

工事損失引当金   886   164   △722

その他 ※５  1,393   1,513   119

流動負債合計   56,811 88.8  41,466 84.4  △15,345

Ⅱ　固定負債          

長期借入金 ※２  207   53   △154

繰延税金負債   373   71   △302

退職給付引当金   1,844   2,064   220

その他   57   45   △11

固定負債合計   2,483 3.9  2,235 4.5  △247

負債合計   59,295 92.7  43,701 88.9  △15,593

          

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   5,307 8.3  5,307 10.8  －

２　資本剰余金   572 0.9  572 1.2  －

３　利益剰余金   △1,666 △2.6  △401 △0.8  1,264

４　自己株式   △78 △0.1  △86 △0.2  △7

株主資本合計   4,134 6.5  5,390 11.0  1,256

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差
額金

  530 0.8  44 0.1  △486

評価・換算差額等合計   530 0.8  44 0.1  △486

純資産合計   4,664 7.3  5,435 11.1  770

負債純資産合計   63,960 100.0  49,136 100.0  △14,823
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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）

比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額(百万円)

Ⅰ　売上高          

完成工事高  93,446   77,998   △15,448  

不動産事業等売上高  2,018 95,465 100.0 1,280 79,278 100.0 △737 △16,186

Ⅱ　売上原価          

完成工事原価  92,736   73,380   △19,355  

不動産事業等売上原価  797 93,533 98.0 1,032 74,412 93.9 234 △19,121

売上総利益          

完成工事総利益  710   4,618   3,907  

不動産事業等売上総利益  1,220 1,931 2.0 248 4,866 6.1 △972 2,934

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

 3,614 3.8  3,570 4.5  △43

営業利益   － －  1,295 1.6  －

営業損失   1,682 △1.8  － －  －

Ⅳ　営業外収益          

受取利息  37   24   △12  

受取配当金  8   19   10  

保険配当金  －   27   27  

その他  36 82 0.1 35 106 0.1 △1 23

Ⅴ　営業外費用          

支払利息  455   371   △83  

手形売却損  72   56   △16  

その他  51 579 0.6 86 514 0.6 34 △65

経常利益   － －  887 1.1  －

経常損失   2,180 △2.3  － －  －

Ⅵ　特別利益          

前期損益修正益 ※３ －   223   223  

固定資産売却益 ※４ －   832   832  

投資有価証券売却益  611 611 0.7 － 1,055 1.3 △611 444
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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）

比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額(百万円)

Ⅶ　特別損失          

前期損益修正損 ※５ 2   10   8  

固定資産売却損 ※６ 0   －   △0  

固定資産除却損 ※７ 0   3   3  

投資有価証券評価損  6   －   △6  

貸倒引当金繰入額  3   －   △3  

過年度完成工事補修費  166   4   △162  

雇用継続特例制度実施に
伴う退職給付費用

 －   294   294  

従業員特別退職金  36   39   3  

販売用不動産評価損  －   203   203  

損害賠償金  42   18   △23  

その他  32 290 0.3 22 597 0.7 △10 307

税金等調整前当期純利益   － －  1,345 1.7  －

税金等調整前当期純損失   1,858 △1.9  － －  －

法人税、住民税及び事業
税

 51   53   2  

法人税等調整額  1 53 0.1 27 81 0.1 25 28

当期純利益   － －  1,264 1.6  －

当期純損失   1,911 △2.0  － －  －
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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）

 （百万円）

 
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 5,307 572 245 △66 6,057

連結会計年度中の変動額      

当期純損失 － － △1,911 － △1,911

自己株式の取得 － － － △11 △11

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 － － △1,911 △11 △1,923

平成19年３月31日残高 5,307 572 △1,666 △78 4,134

 （百万円）

 
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 963 963 7,021

連結会計年度中の変動額    

当期純損失 － － △1,911

自己株式の取得 － － △11

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△433 △433 △433

連結会計年度中の変動額合計 △433 △433 △2,356

平成19年３月31日残高 530 530 4,664

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）

 （百万円）

 
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 5,307 572 △1,666 △78 4,134

連結会計年度中の変動額      

当期純利益 － － 1,264 － 1,264

自己株式の取得 － － － △7 △7

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 － － 1,264 △7 1,256

平成20年３月31日残高 5,307 572 △401 △86 5,390

 （百万円）

 
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 530 530 4,664

連結会計年度中の変動額    

当期純利益 － － 1,264

自己株式の取得 － － △7

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△486 △486 △486

連結会計年度中の変動額合計 △486 △486 770

平成20年３月31日残高 44 44 5,435
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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（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
又は税金等調整前当期純損
失（△）

 △1,858 1,345 3,204

減価償却費  90 83 △7

貸倒引当金の増加・減少
（△）額

 47 △499 △547

退職給付引当金の増加・減
少（△）額

 218 220 2

賞与引当金の増加・減少
（△）額

 14 △34 △49

工事損失引当金の増加・減
少（△）額

 886 △722 △1,608

投資有価証券評価損  6 － △6

投資有価証券売却損・益
（△）

 △611 0 612

受取利息及び受取配当金  △45 △43 2

支払利息  455 371 △83

有形固定資産売却損・益
（△）

 0 △832 △832

有形固定資産除却損  0 3 3

売上債権の減少・増加
（△）額

 76 10,623 10,546

未成工事支出金の減少・増
加（△）額

 2,378 △1,611 △3,990

その他たな卸資産の減少・
増加（△）額

 △118 △609 △491

仕入債務の増加・減少
（△）額

 3,933 △9,449 △13,382

未成工事受入金の増加・減
少（△）額

 △399 178 578

預り金の増加・減少（△）
額

 △747 △427 320

その他  404 360 △43

小計  4,729 △1,042 △5,772

利息及び配当金の受取額  45 37 △7

利息の支払額  △458 △383 74

法人税等の支払額  △61 △47 13

損害賠償金の支払額  △42 △11 30

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,213 △1,447 △5,660
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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（百万円） 金額（百万円） 増減(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

有形固定資産の取得による
支出

 △10 △882 △872

有形固定資産の売却による
収入

 0 2,883 2,882

投資有価証券の取得による
支出

 △283 △102 180

投資有価証券の売却による
収入

 691 2 △689

貸付けによる支出  △21 △3 18

貸付金の回収による収入  67 18 △48

長期保証金の差入れによる
支出

 △7 △8 △1

長期保証金の返還による収
入

 18 13 △5

定期預金の預入による支出  △318 △218 100

定期預金の払戻による収入  － 329 329

その他  △16 31 47

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 120 2,062 1,941

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金純増加・減少
（△）額

 △1,016 △4,744 △3,727

長期借入れによる収入  1,071 214 △857

長期借入金の返済による支
出

 △818 △952 △133

預り担保金の純増加・減少
（△）額

 － 453 453

その他  △11 △7 4

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △776 △5,037 △4,260

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・
減少（△）額

 3,558 △4,421 △7,979

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  6,298 9,856 3,558

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  9,856 5,435 △4,421
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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 連結子会社数　　　　４社 連結子会社数　　　　４社

 連結子会社名

大末サービス㈱

アメニティサポート㈱

テクノワークス㈱

㈱ＤＡＩＭ

連結子会社名

大末サービス㈱

アメニティサポート㈱

テクノワークス㈱

㈱ＤＡＩＭ

 　㈱ＤＡＩＭは平成18年９月に当社全額出

資により設立し、当連結会計年度より連結

子会社としております。

　

 非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

 　非連結子会社１社は、小規模会社であり、

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

を及ぼしておりません。

同左

２　持分法の適用に関する事

項

 

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

 関連会社名

金岡単身寮ＰＦＩ㈱

関連会社名

金岡単身寮ＰＦＩ㈱

 　上記の持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）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、持分法の適用範囲から除外しており

ます。

同左

 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、すべて連結財務

諸表提出会社と同じであります。

同左

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

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

法により算定しております）

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
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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）

 たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

たな卸資産

未成工事支出金

同左

 開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

同左

 販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

 材料貯蔵品

先入先出法による原価法

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

有形固定資産

　定率法によっております。

　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、

定額法によっております。

有形固定資産

同左

 　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

 

 建物・構築物 ３年～49年

機械装置・車両運搬具・

工具器具備品
２年～20年

 

 （会計方針の変更）

　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83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、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）

　なお、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、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。 

 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

(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

上しております。

貸倒引当金

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）

 完成工事補償引当金

　引渡しの終了した工事に対する瑕疵担保

及びアフターサービス費に充てるため、瑕

疵担保実績率に基づき計上しております。

完成工事補償引当金

同左

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

賞与引当金

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、

連結会計年度末において見込まれる未引渡

工事の損失発生見込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

同左

 　会計基準変更時差異（2,745百万円）に

ついては、15年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、発生の翌

連結会計年度から、過去勤務債務について

は、発生の当連結会計年度から、それぞれ

平均残存勤務期間以内の一定の年数である

10年で定額法により費用処理することとし

ております。

 

(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、長期（工期12ヶ月超）の工

事については、工事進行基準によっており

ます。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっているが、長期（工期12ヶ月超）の工

事については、工事進行基準によっており

ます。

 　工事進行基準によった完成工事高は、

66,131百万円、完成工事原価は、65,727百

万円であります。

　工事進行基準によった完成工事高は、

52,670百万円、完成工事原価は、50,881百

万円であります。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  

消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

連結納税制度の適用 　連結納税制度を適用しております。 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ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなり

ます。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成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）

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 ──────

　

　

（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、4,664百

万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ──────

　

 

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成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）

（連結損益計算書関係）

　「従業員特別退職金」及び「損害賠償金」は、前連結会

計年度まで、特別損失の「その他」に含めて表示していた

が、当連結会計年度において特別損失合計の100分の10を

超えたため、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度は「その他」に「従業員特別退職

金」42百万円、「損害賠償金」7百万円含まれております。

（連結損益計算書関係）

  ──────

 

   ──────

 

 

　「保険配当金」は、前連結会計年度まで、営業外収益の

「その他」に含めて表示していたが、当連結会計年度にお

いて営業外収益合計の100分の10を超えたため、区分掲記

しております。

　なお、前連結会計年度は「その他」に「保険配当金」4

百万円含まれております。 
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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　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額は、

次のとおりであります。

※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額は、

次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 14百万円 投資有価証券（株式） 14百万円

※２　下記の資産は、長期借入金207百万円、短期借入金

18,104百万円（一年以内返済予定の長期借入金708百

万円を含む）の担保に供しております。

　なお、有価証券７百万円及び投資有価証券のうち32

百万円は、営業保証金として差し入れております。

※２　下記の資産は、長期借入金53百万円、短期借入金

12,824百万円（一年以内返済予定の長期借入金124百

万円を含む）の担保に供しております。

　なお、投資有価証券のうち45百万円は、営業保証金

として差し入れております。

預金 300百万円

受取手形 18,451

有価証券 7

投資有価証券 165

事業保険金 203

計 19,127

預金 207百万円

受取手形 5,525

建物 746

土地 1,599

投資有価証券 123

事業保険金 203

計 8,405

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、14,306百万円であります。

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、13,495百万円であります。
  

　３　保証債務

　連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。

　３　保証債務

　連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。

 保証額

㈱大京、扶桑レクセル㈱他５社 5,090百万円

(うち共同保証等の契約に基づき、

他社が負担すべき債務 8百万円)

 保証額

㈱大京、扶桑レクセル㈱他６社 421百万円

(うち共同保証等の契約に基づき、

他社が負担すべき債務 －百万円)

　４　受取手形割引高 1,335百万円 　４　受取手形割引高 2,000百万円

※５ 　　　　　　　──────

 

 

※５　貸付有価証券及び預り担保金

　投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式663百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金453百万円が流

動負債のその他に含まれております。
 

※６　期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理し

ております。従って、当連結会計年度末日は金融機関

の休日であったため、期末日満期手形が以下の科目に

含まれております。

※６　　　　　　　 ──────

受取手形 1,639百万円

支払手形 3,609

 

　７　貸出参加取引

　提出会社は、平成12年９月に工事等に係る債権の流

動化を目的とした参加取引を実施しております。 

　なお、参加者に売却したものとして会計処理した債

権総額は、7,932百万円であります。 

　７　貸出参加取引

　提出会社は、平成12年９月に工事等に係る債権の流

動化を目的とした参加取引を実施しております。 

　なお、参加者に売却したものとして会計処理した債

権総額は、7,927百万円であります。 
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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　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。

※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 1,415百万円

賞与引当金繰入額 36

退職給付費用 297

地代家賃 407

貸倒引当金繰入額 46

従業員給料手当 1,462百万円

賞与引当金繰入額 30

退職給付費用 315

地代家賃 398

  

※２　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は33百万円

であります。

※２　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は50百万円

であります。

※３　　　　　　　 ────── ※３　前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

 過年度完成工事原価修正 24百万円

賞与引当金戻入益 135

貸倒引当金戻入益 63

計 223

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

 建物 31百万円

土地 801

計 832

※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度完成工事高修正 0百万円

過年度不動産事業等売上原価修正 0

その他 1

計 2

過年度完成工事高修正 10百万円

過年度不動産事業等売上高修正 0

過年度不動産事業等売上原価修正 0

計 10

※６　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※６　　　　　　　 ──────

車両運搬具 0百万円   

※７　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 0百万円 建物・構築物 0百万円

機械装置 0

工具器具備品 2

  計 3
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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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 106,142,250 － － 106,142,250

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 770,101 95,770 － 865,871

　（注）　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 106,142,250 － － 106,142,250

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 865,871 88,439 － 954,310

　（注）　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（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）

　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

　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

現金預金　連結貸借対照表計上額 10,174百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △318

現金及び現金同等物 9,856

現金預金　連結貸借対照表計上額 5,642百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △207

現金及び現金同等物 5,435
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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）

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

（借主側）

 

 

 

 

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)

工具器具
備品

457 347 110

車両
運搬具

50 36 14

ソフト
ウェア

29 15 14

合計 538 398 139

 
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)

工具器具
備品

443 315 127

車両
運搬具

26 17 9

ソフト
ウェア

26 17 8

合計 495 351 144

②　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 70百万円

１年超 69

合計 139

１年内 60百万円

１年超 84

合計 144

 　なお、取得価額相当額及び未経過リース

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って

おります。

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

減価償却費相当額

 102百万円

 102

 83百万円

 83

④　減価償却費相当額の算定

方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

 （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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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）

　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

（貸主側）

 

 

 

 

①　リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額
 

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

19 6 12

合計 19 6 12

 
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

19 10 8

合計 19 10 8

②　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 3百万円

１年超 8

合計 12

１年内 3百万円

１年超 5

合計 8

 　なお、取得価額相当額及び未経過リース

料期末残高相当額は、未経過リース料期末

残高及び見積残存価額の残高の合計額が営

業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、受取利子込み法によっております。

同左

③　受取リース料及び減価償

却費相当額

  

受取リース料

減価償却費相当額

 3百万円

 3

 3百万円

 3

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。

　上記の物件は、全て転リースによる物件

であります。

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おります。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末
（平成20年３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）

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）

(1）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
      

株式 617 1,531 914 226 389 162

債券       

国債・地方債等 6 7 0 44 45 0

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 624 1,538 914 271 435 163

(2）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
      

株式 114 95 △19 512 426 △86

債券       

国債・地方債等 32 32 △0 － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 146 127 △19 512 426 △86

合計 770 1,665 894 783 861 77

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）

（注）その他有価証券について減損処理を行い、投資有価

証券評価損６百万円（非上場株式６百万円）を計上

しております。

 ──────

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 
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）

売却額 691百万円 2百万円

売却益の合計 611 －

売却損の合計 － 0
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３　時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 
前連結会計年度末

（平成19年３月31日）
当連結会計年度末

（平成20年３月31日）

その他有価証券   

非上場株式 365百万円 442百万円

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

種類

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末
（平成20年３月31日）

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)

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         

国債・地方債等 7 9 22 － － 20 25 －

社債 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合計 7 9 22 － － 20 25 －

（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ので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成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　採用している退職給付制度の概要

　当社については、退職一時金制度、確定拠出年金制度、

前払退職金制度及び確定給付年金と確定拠出年金の特徴

を併せ持つ混合型年金制度（キャッシュ・バランス・プ

ラン）を設けております。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。

　連結子会社である大末サービス㈱については、退職一

時金制度を設けており、確定拠出型年金である中小企業

退職金共済制度に加入しております。連結子会社である

アメニティサポート㈱、テクノワークス㈱及び㈱ＤＡＩ

Ｍについては、従業員が主に大末建設からの出向社員で

構成されており当社の退職給付会計に組込んでおります。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社については、退職一時金制度、確定拠出年金制度、

前払退職金制度及び確定給付年金と確定拠出年金の特徴

を併せ持つ混合型年金制度（キャッシュ・バランス・プ

ラン）を設けております。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場

合があります。

　なお、当期末において、今後の定年退職者の増加に備

え、「次世代への技術・知識の継承」、「人材の確保」

を行うとともに、一層の収益構造の強化を図り、将来に

わたり安定かつ健全な経営を続けていくことを目的に、

「雇用継続特例制度」を実施しました。同制度の実施に

伴い、退職給付制度の終了に準じて終了部分に対応する

未認識債務を一括償却すること等による退職給付費用294

百万円を特別損失に計上しております。

　連結子会社である大末サービス㈱については、退職一

時金制度を設けており、確定拠出型年金である中小企業

退職金共済制度に加入しております。連結子会社である

アメニティサポート㈱、テクノワークス㈱及び㈱ＤＡＩ

Ｍについては、従業員が主に大末建設からの出向社員で

構成されており当社の退職給付会計に組込んでおります。

  

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）

退職給付債務 △6,490百万円

年金資産 1,283

未積立退職給付債務 △5,206

会計基準変更時差異の未処理額 1,464

未認識数理計算上の差異 357

未認識過去勤務債務 1,846

連結貸借対照表計上額純額 △1,538

前払年金費用 305

退職給付引当金 △1,844

退職給付債務 △6,055百万円

年金資産 1,263

未積立退職給付債務 △4,792

会計基準変更時差異の未処理額 1,190

未認識数理計算上の差異 460

未認識過去勤務債務 1,390

連結貸借対照表計上額純額 △1,750

前払年金費用 314

退職給付引当金 △2,064

（注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

（注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。
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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）

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 260百万円

利息費用 168

期待運用収益 △23

会計基準変更時差異の費用処理額 183

数理計算上の差異の費用処理額 95

過去勤務債務の費用処理額 369

確定拠出年金拠出額等 160

退職給付費用 1,214

勤務費用 252百万円

利息費用 161

期待運用収益 △32

会計基準変更時差異の費用処理額 183

数理計算上の差異の費用処理額 84

過去勤務債務の費用処理額 369

確定拠出年金拠出額等 149

退職給付費用 1,167

雇用継続特例制度実施に伴う退職給付費用（注）１ 294

（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おります。

 （注）１　雇用継続特例制度実施に伴う退職給付費用は下

記のとおりです。

　 　（１）対象者に対する退職一時金等支給額と

 対応する退職給付債務との差額
90百万円

　 　（２）対象者の退職給付債務に対応する未認

 識債務費用処理額
 

　　 　① 会計基準変更時差異 90

　　 　② 数理計算上の差異 27

　　 　③ 過去勤務債務 86

　　　　計 294

 　　　２　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おります。

 

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 2.5％

期待運用収益率 2.5％

退職給付見込額の

期間配分方法

同左

割引率 2.5％

期待運用収益率 2.5％

過去勤務債務の額の

処理年数

10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法

によっております。）

過去勤務債務の額の

処理年数

同左

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

しております。）

数理計算上の差異の

処理年数

同左

会計基準変更時差異の

処理年数

15年 会計基準変更時差異の

処理年数

同左

（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。
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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
（百万円）

不動産事業等
（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 93,446 2,018 95,465 － 95,465

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 491 491 (491) －

計 93,446 2,509 95,956 (491) 95,465

営業費用 95,822 1,474 97,297 (149) 97,147

営業利益又は営業損失（△） △2,375 1,034 △1,340 (341) △1,682

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 45,079 1,755 46,834 17,125 63,960

減価償却費 4 14 19 70 90

資本的支出 6 2 9 9 19

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）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 77,998 1,280 79,278 － 79,278

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 348 348 （348） －

計 77,998 1,629 79,627 （348） 79,278

営業費用 76,374 1,576 77,950 32 77,982

営業利益 1,624 52 1,677 （381） 1,295

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 36,025 2,271 38,296 10,838 49,136

減価償却費 3 13 17 65 83

資本的支出 8 5 13 879 893
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　（注）１　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(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おります。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸、保険の代理業、一般労働者派遣業他

２　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金額は、前連結会計年度343百万円、当連

結会計年度380百万円であり、その主なものは、提出会社本社の経営企画部等管理部門に係る費用であります。

３　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、前連結会計年度17,611百万円、当連結会計年

度11,400百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、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。

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）

　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。

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）

　海外売上高がないため、記載しておりません。

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）

　海外売上高がないため、記載しておりません。

（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）

　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。
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（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 44.31円

１株当たり当期純損失 18.15円

１株当たり純資産額 51.67円

１株当たり当期純利益 12.02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、１株当たり当期純損失であり、また、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又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前連結会計年度

（自　平成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）

当期純利益又は当期純損失（△） (百万円) △1,911 1,264

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）
(百万円) △1,911 1,264

普通株式の期中平均株式数 (千株) 105,325 105,222

（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）

(1）金融機関への追加担保差し入れ

　当社は、平成19年５月11日開催の取締役会で、５月以

降の工事立替資金の新規借入調達にあたって、金融機関

から借入の条件として提示されたため、従来の担保に追

加して新たに下記の資産及び工事請負代金を金融機関あ

てに担保提供する方針を確認し、平成19年５月25日開催

の取締役会で承認しております。

 ──────

 

土地 2,595百万円

建物 1,038百万円

投資有価証券 404百万円

  

  

  

　このうち、土地及び建物については、平成19年５月31

日に担保提供を行いました。

 

　なお、従来、工事請負代金の債権譲渡担保差入証書を

差し入れていたものを、一部の取引先に対する工事請負

代金については、取引先の了解を得た後、譲渡担保とし

て差し入れる予定をしております。なお、差し入れるこ

ととなる工事請負代金総額（既入金額を除く）は確定し

ておりません。

 

(2）借入金の期日前弁済

　平成19年４月24日に、金融機関からの短期借入金1,540

百万円（一年以内返済予定の長期借入金540百万円を含

む）及び長期借入金190百万円について期日前弁済を行っ

ており、その弁済資金については、同日当該借入金の担

保として差し入れていた受取手形を当該金融機関で手形

割引を行うことで調達しております。

 ──────
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第61期

（平成19年３月31日）
第62期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

現金預金 ※１  9,777   5,087   △4,689

受取手形
※１
※５

 18,850   5,709   △13,141

完成工事未収入金   21,560   23,955   2,394

有価証券 ※１  7   －   △7

未成工事支出金   3,396   4,950   1,554

開発事業支出金   105   －   △105

販売用不動産   1,058   1,840   782

前払費用   96   112   15

短期貸付金   184   179   △5

未収入金   761   795   34

短期保証金   117   319   201

その他   162   237   67

貸倒引当金   △2   △1   1

流動資産合計   56,076 88.6  43,186 89.0  △12,890

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

建物 ※１ 2,087   1,421   △665  

減価償却累計額  996 1,091  644 777  △351 △314

構築物  41   34   △6  

減価償却累計額  32 8  28 5  △4 △2

機械装置  2   －   △2  

減価償却累計額  2 0  － －  △2 △0

工具器具備品  210   158   △52  

減価償却累計額  145 64  106 51  △38 △13

土地 ※１  2,671   1,607   △1,064

建設仮勘定   －   67   67

有形固定資産計   3,836   2,508   △1,328
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第61期

（平成19年３月31日）
第62期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

２　無形固定資産          

ソフトウェア   24   27   2

電話加入権   40   40   －

施設利用権   0   0   △0

無形固定資産計   65   67   2

３　投資その他の資産          

投資有価証券
※１
※４

 1,916   1,236   △680

関係会社株式   370   483   112

従業員長期貸付金   34   24   △9

長期保証金   190   186   △4

事業保険金 ※１  395   390   △4

その他   957   432   △524

貸倒引当金   △517   △19   498

投資その他の資産計   3,347   2,735   △612

固定資産合計   7,249 11.4  5,310 11.0  △1,938

資産合計   63,325 100.0  48,497 100.0  △14,828
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第61期

（平成19年３月31日）
第62期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

支払手形 ※５  18,476   11,977   △6,499

工事未払金   13,980   11,071   △2,909

短期借入金 ※１  18,104   12,824   △5,279

未払法人税等   49   47   △2

未払消費税等   470   201   △269

未成工事受入金   3,201   3,352   151

預り金 ※４  567   597   29

完成工事補償引当金   316   202   △113

賞与引当金   146   111   △35

工事損失引当金   886   164   △722

その他   332   662   330

流動負債合計   56,532 89.3  41,214 85.0  △15,318

Ⅱ　固定負債          

長期借入金 ※１  207   53   △154

繰延税金負債   343   31   △311

退職給付引当金   1,810   2,037   227

その他   4   4   －

固定負債合計   2,365 3.7  2,127 4.4  △238

負債合計   58,898 93.0  43,341 89.4  △15,557
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第61期

（平成19年３月31日）
第62期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   5,307 8.4  5,307 10.9  －

２　資本剰余金          

資本準備金  572   572   －  

資本剰余金合計   572 0.9  572 1.2  －

３　利益剰余金          

その他利益剰余金          

繰越利益剰余金  △1,873   △683   1,190  

利益剰余金合計   △1,873 △3.0  △683 △1.4  1,190

４　自己株式   △78 △0.1  △86 △0.2  △7

株主資本合計   3,926 6.2  5,109 10.5  1,182

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差
額金

  500 0.8  46 0.1  △454

評価・換算差額等合計   500 0.8  46 0.1  △454

純資産合計   4,427 7.0  5,155 10.6  728

負債純資産合計   63,325 100.0  48,497 100.0  △14,828
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(2）損益計算書

  
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高          

完成工事高  93,055   76,974   △16,081  

不動産事業等売上高  972 94,028 100.0 340 77,314 100.0 △632 △16,713

Ⅱ　売上原価          

完成工事原価  92,483   72,615   △19,867  

不動産事業等売上原価  3 92,486 98.4 334 72,950 94.4 331 △19,536

売上総利益          

完成工事総利益  572   4,358   3,786  

不動産事業等売上利益  969 1,541 1.6 6 4,364 5.6 △963 2,822

Ⅲ　販売費及び一般管理費          

役員報酬  136   107   △29  

従業員給料手当  1,245   1,261   15  

賞与引当金繰入額  35   30   △5  

退職給付費用  297   314   17  

法定福利費  189   174   △14  

福利厚生費  57   54   △2  

修繕維持費  17   14   △2  

事務用品費  46   43   △2  

通信交通費  206   194   △11  

動力用水光熱費  38   37   △0  

広告宣伝費  8   4   △3  

貸倒引当金繰入額  46   －   △46  

交際費  64   29   △35  

寄附金  5   4   △1  

地代家賃  371   359   △12  

減価償却費  74   67   △6  

租税公課  94   96   2  

保険料  14   11   △2  

手数料  229   295   66  

雑費 ※１ 127 3,305 3.5 153 3,255 4.2 26 △50

営業利益   － －  1,109 1.4  －

営業損失   1,763 △1.9  － －  －
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第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）

Ⅳ　営業外収益          

受取利息  36   23   △13  

受取配当金  7   18   10  

地代家賃収入  50   50   0  

保険配当金  －   27   27  

その他  24 119 0.1 12 131 0.2 △11 12

Ⅴ　営業外費用          

支払利息  453   370   △82  

手形売却損  72   56   △16  

その他  81 607 0.6 114 541 0.7 32 △66

経常利益   － －  699 0.9  －

経常損失   2,252 △2.4  － －  －

Ⅵ　特別利益          

前期損益修正益 ※２ －   223   223  

固定資産売却益 ※３ －   832   832  

投資有価証券売却益  611 611 0.7 － 1,055 1.4 △611 444

Ⅶ　特別損失          

前期損益修正損 ※４ 0   10   10  

固定資産売却損 ※５ 0   －   △0  

固定資産除却損 ※６ 0   3   3  

投資有価証券評価損  6   －   △6  

貸倒引当金繰入額  3   －   △3  

過年度完成工事補修費  166   4   △162  

雇用継続特例制度実施に
伴う退職給付費用

 －   294   294  

従業員特別退職金  36   39   3  

販売用不動産評価損  －   203   203  

損害賠償金  42   18   △23  

その他  31 287 0.3 22 597 0.8 △9 309

税引前当期純利益   － －  1,158 1.5  －

税引前当期純損失   1,928 △2.0  － －  －

法人税、住民税及び事業
税

  12 0.0  △32 △0.0  △44

当期純利益   － －  1,190 1.5  －

当期純損失   1,940 △2.0  － －  －
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(3）株主資本等変動計算書

第61期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 （百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 5,307 572 572 67 67 △66 5,879

事業年度中の変動額        

当期純損失 － － － △1,940 △1,940 － △1,940

自己株式の取得 － － － － － △11 △11

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 － － － △1,940 △1,940 △11 △1,952

平成19年３月31日残高 5,307 572 572 △1,873 △1,873 △78 3,926

 （百万円）

 
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 932 932 6,812

事業年度中の変動額    

当期純損失 － － △1,940

自己株式の取得 － － △11

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△432 △432 △432

事業年度中の変動額合計 △432 △432 △2,384

平成19年３月31日残高 500 500 4,427

第62期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 （百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高 5,307 572 572 △1,873 △1,873 △78 3,926

事業年度中の変動額        

当期純利益 － － － 1,190 1,190 － 1,190

自己株式の取得 － － － － － △7 △7

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 － － － 1,190 1,190 △7 1,182

平成20年３月31日残高 5,307 572 572 △683 △683 △86 5,109

 （百万円）

 
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 500 500 4,427

事業年度中の変動額    

当期純利益 － － 1,190

自己株式の取得 － － △7

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△454 △454 △454

事業年度中の変動額合計 △454 △454 728

平成20年３月31日残高 46 46 5,155

大末建設株式会社（1814）平成 20 年 3 月期 決算短信

－ 36 －



重要な会計方針

項目
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

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

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

 開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

同左

 販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

(1）有形固定資産

同左

 　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、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 

 建物・構築物 ３年～49年

機械装置・車両運搬

具・工具器具備品
３年～20年

 

   

  

（会計方針の変更）

　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83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、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）

　なお、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌事業年度から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
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（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

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　均等償却しております。

(3）長期前払費用

同左

４　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

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）完成工事補償引当金

　引渡しの終了した工事に対する瑕疵担

保及びアフターサービス費に充てるため、

瑕疵担保実績率に基づき計上しておりま

す。

(2）完成工事補償引当金

同左

 (3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将

来の支給見込額のうち当期の負担額を計

上しております。

(3）賞与引当金

同左

 (4）工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、期末において見込まれる未引渡工事

の損失発生見込額を計上しております。

(4）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、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おります。

(5）退職給付引当金

同左

 　会計基準変更時差異（2,721百万円）

については、15年による均等額を費用処

理しております。

　数理計算上の差異については、発生の

翌期から、過去勤務債務については、発

生の当期から、それぞれ平均残存勤務期

間以内の一定の年数である10年で定額法

により費用処理することとしております。

 

５　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、長期（工期12ヶ月超）の工

事については、工事進行基準によっており

ます。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっているが、長期（工期12ヶ月超）の工

事については、工事進行基準によっており

ます。

 　工事進行基準によった完成工事高は、

66,131百万円、完成工事原価は、65,727百

万円であります。

　工事進行基準によった完成工事高は、

52,670百万円、完成工事原価は、50,881百

万円であります。
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項目
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６　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

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

  

消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

連結納税制度の適用 　連結納税制度を適用しております。 同左
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会計処理方法の変更

第61期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（役員賞与に関する会計基準）
　当期より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基
準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

 ──────
 
 

  
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　当期より、「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、4,427百
万円であります。
　なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、
財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に
より作成しております。

 ──────
 
 
 

表示方法の変更

第61期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表関係）
１　「立替金」は、前期まで区分掲記していたが、当期は
金額の重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含
めて表示しております。
　なお、当期は「その他」に「立替金」33百万円含まれ
ております。

──────

２　「出資金」、「長期前払費用」及び「ゴルフ会員権」
は、前期まで区分掲記していたが、当期は金額の重要性
が乏しいため、投資その他の資産の「その他」に含めて
表示しております。
　なお、当期は「その他」に「出資金」0百万円、「長
期前払費用」5百万円、「ゴルフ会員権」23百万円含ま
れております。

３　「未払金」、「未払費用」及び「前受収益」は、前期
まで区分掲記していたが、当期は金額の重要性が乏しい
ため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
　なお、当期は「その他」に「未払金」191百万円、「未
払費用」126百万円、「前受収益」15百万円含まれてお
ります。

４　「預り保証金」は、前期まで区分掲記していたが、当
期は金額の重要性が乏しいため、固定負債の「その他」
に含めて表示しております。
　なお、当期は「その他」に「預り保証金」4百万円含
まれております。

 
（損益計算書関係）
　「従業員特別退職金」及び「損害賠償金」は、前期まで、
特別損失の「その他」に含めて表示していたが、当期にお
いて特別損失合計の100分の10を超えたため、区分掲記し
ております。
　なお、前期は「その他」に「従業員特別退職金」42百万
円、「損害賠償金」7百万円含まれております。

（損益計算書関係）
──────

────── 　「保険配当金」は、前期まで、営業外収益の「その他」
に含めて表示していたが、当期において営業外収益合計の
100分の10を超えたため、区分掲記しております。
　なお、前期は「その他」に「保険配当金」4百万円含ま
れております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第61期
（平成19年３月31日）

第62期
（平成20年３月31日）

※１　下記の資産は、長期借入金207百万円、短期借入金

18,104百万円（一年以内返済予定の長期借入金708百

万円を含む）の担保に供しております。

　なお、有価証券７百万円及び投資有価証券のうち22

百万円は、営業保証金として差し入れております。

※１　下記の資産は、長期借入金53百万円、短期借入金

12,824百万円（一年以内返済予定の長期借入金124百

万円を含む）の担保に供しております。

　なお、投資有価証券のうち25百万円は、営業保証金

として差し入れております。

預金 300百万円

受取手形 18,451

有価証券 7

投資有価証券 155

事業保険金 203

計 19,117

預金 207百万円

受取手形 5,525

建物 746

土地 1,599

投資有価証券 102

事業保険金 203

計 8,385

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、14,306百万円であります。

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、13,495百万円であります。

  

　２　保証債務

　下記の会社が顧客からの前受金について、信用保証

会社等から保証を受けており、この前受金保証につい

て当社が信用保証会社等に対して保証を行っておりま

す。

　２　保証債務

　下記の会社が顧客からの前受金について、信用保証

会社等から保証を受けており、この前受金保証につい

て当社が信用保証会社等に対して保証を行っておりま

す。

 保証額

㈱大京、扶桑レクセル㈱他５社 5,090百万円

(うち共同保証等の契約に基づき、

他社が負担すべき債務 8百万円)

 保証額

㈱大京、扶桑レクセル㈱他６社 421百万円

(うち共同保証等の契約に基づき、

他社が負担すべき債務 －百万円)

　３　受取手形割引高 1,335百万円 　３　受取手形割引高 2,000百万円

※４　　　　　　　 ────── ※４　貸付有価証券及び預り担保金

  投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式663百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金453百万円が流

動負債の預り金に含まれております。  

 

※５　期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理し

ております。従って、当期末日は金融機関の休日で

あったため、期末日満期手形が以下の科目に含まれて

おります。

※５　　　　　　　 ──────

受取手形 1,639百万円

支払手形 3,609

 

　６　貸出参加取引

　平成12年９月に工事等に係る債権の流動化を目的と

した参加取引を実施しております。

　なお、参加者に売却したものとして会計処理した債

権総額は、7,932百万円であります。

　６　貸出参加取引

　平成12年９月に工事等に係る債権の流動化を目的と

した参加取引を実施しております。

　なお、参加者に売却したものとして会計処理した債

権総額は、7,927百万円であります。
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（損益計算書関係）

第61期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は33百万円

であります。

※１　研究開発費

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は50百万円

であります。

  

※２　　　　　　　　　────── ※２　前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

過年度完成工事原価修正 24百万円

賞与引当金戻入益   135

貸倒引当金戻入益 63

計 223

  

※３　　　　　　　　　────── ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 31百万円

土地 801

計 832

※４　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※４　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度完成工事高修正 0百万円

過年度不動産事業等売上原価修正 0

計 0

過年度完成工事高修正 10百万円

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

車両運搬具 0百万円

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

工具器具備品 0百万円 建物 0百万円

構築物     0

機械装置 0

工具器具備品     2

  計     3

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 770,101 95,770 － 865,871

　（注）　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 865,871 88,439 － 954,310

　（注）　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

 
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

（借主側）

 

 

 

 

①　リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額
 

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)

工具器具
備品

457 347 110

車両
運搬具

48 43 4

ソフト
ウェア

29 15 14

合計 535 405 130

 
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)

工具器具
備品

443 315 127

車両
運搬具

15 13 1

ソフト
ウェア

26 17 8

合計 485 347 137

②　未経過リース料期末残高

相当額

１年内 68百万円

１年超 61

合計 130

１年内 57百万円

１年超 79

合計 137

 　なお、取得価額相当額及び未経過リース

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って

おります。

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

減価償却費相当額

 100百万円

 100

 80百万円

 80

④　減価償却費相当額の算定

方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

 （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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（１株当たり情報）

第61期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（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 42.06円

１株当たり当期純損失 18.43円

１株当たり純資産額 49.02円

１株当たり当期純利益 11.31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、１株当たり当期純損失であり、また、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又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
第61期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△） (百万円) △1,940 1,190

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）
(百万円) △1,940 1,190

普通株式の期中平均株式数 (千株) 105,325 105,245

（重要な後発事象）

第61期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第62期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）金融機関への追加担保差し入れ

　当社は、平成19年５月11日開催の取締役会で、５月以

降の工事立替資金の新規借入調達にあたって、金融機関

から借入の条件として提示されたため、従来の担保に追

加して新たに下記の資産及び工事請負代金を金融機関あ

てに担保提供する方針を確認し、平成19年５月25日開催

の取締役会で承認しております。

──────

 

土地 2,595百万円

建物 1,038百万円

投資有価証券 404百万円

  

  

  

　このうち、土地及び建物については、平成19年５月31

日に担保提供を行っております。

 

　なお、従来、工事請負代金の債権譲渡担保差入証書を

差し入れていたものを、一部の取引先に対する工事請負

代金については、取引先の了解を得た後、譲渡担保とし

て差し入れる予定をしております。また、差し入れるこ

ととなる工事請負代金総額（既入金額を除く）は確定し

ておりません。

 

(2）借入金の期日前弁済

　平成19年４月24日に、金融機関からの短期借入金1,540

百万円（一年以内返済予定の長期借入金540百万円を含

む）及び長期借入金190百万円について期日前弁済を行っ

ており、その弁済資金については、同日当該借入金の担

保として差し入れていた受取手形を当該金融機関で手形

割引を行うことで調達しております。

 ──────
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６．その他

受注高、売上高および次期繰越高

１．受注高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 6,338  9.0 9.439  14.6 3,100 48.9

民　需 63,919  91.0 55.375  85.4 △8,543 △13.4

計 70,257 91.0 100.0 64.814 89.2 100.0 △5,443 △7.7

土木

官公需 4,247  60.9 6,886  87.6 2,638 62.1

民　需 2,731  39.1 976  12.4 △1,755 △64.3

計 6,979 9.0 100.0 7,863 10.8 100.0 883 12.7

計

官公需 10,586  13.7 16,326  22.5 5,739 54.2

民　需 66,650  86.3 56,351  77.5 △10,299 △15.5

計 77,237 100.0 100.0 72,677 100.0 100.0 △4,559 △5.9

２．売上高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 3,846  4.6 5,113  7.3 1,266 32.9

民　需 80,245  95.4 65,222  92.7 △15,023 △18.7

計 84,092 90.4 100.0 70,335 91.4 100.0 △13,756 △16.4

土木

官公需 5,691  63.5 5,275  79.5 △415 △7.3

民　需 3,271  36.5 1,362  20.5 △1,909 △58.4

計 8,962 9.6 100.0 6,638 8.6 100.0 △2,324 △25.9

計

官公需 9,537  10.2 10,388  13.5 851 8.9

民　需 83,517  89.8 66,585  86.5 △16,932 △20.3

計 93,055 100.0 100.0 76,974 100.0 100.0 △16,081 △17.3

　不 動 産 事 業 972 ― ― 340 ― ― △632 △65.0

計 94,028 ― ― 77,314 ― ― △16,713 △17.8

３．次期繰越高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 4,836  8.5 9,162  17.9 4,326 89.5

民　需 51,974  91.5 42,126  82.1 △9,847 △18.9

計 56,811 91.4 100.0 51,289 88.7 100.0 △5,521 △9.7

土木

官公需 4,729  88.5 6,340  96.6 1,611 34.1

民　需 611  11.5 225  3.4 △386 △63.1

計 5,340 8.6 100.0 6,565 11.3 100.0 1,224 22.9

計

官公需 9,565  15.4 15,503  26.8 5,937 62.1

民　需 52,586  84.6 42,352  73.2 △10,233 △19.5

計 62,151 100.0 100.0 57,855 100.0 100.0 △4,296 △6.9
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