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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 89,537 31.6 △6,001 － △6,454 － △9,732 －

19年３月期 68,023 8.1 △1,875 － △1,828 － △1,433 －

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 △327 94 －  △50.2 △8.1 △6.7

19年３月期 △54 35 －  △5.9 △3.0 △2.8

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △5百万円 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 96,927 15,387 15.9 466 61

19年３月期 61,684 23,408 37.9 887 21

（参考）自己資本 20年３月期 15,387百万円 19年３月期 23,408百万円

(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 △4,745 892 2,138 6,599

19年３月期 245 △807 △291 5,504

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  5 50 －  5 50 11 00 290 － 1.2

20年３月期 －  5 50 －  4 00 9 50 276 － 2.0

21年３月期（予想） －  4 00 －  5 0 9 0 317 113.6 2.1

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、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 52,000 229.1 △850 － △1,050 － △1,090 － △33 30

通期 122,000 167.1 1,200 － 750 － 280 － 8 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）　有

新規 3社  除外 0社  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、20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 33,194,920株 19年３月期 27,940,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 460,543株 19年３月期 1,555,133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 85,891 31.4 △5,962 － △6,403 － △9,793 －

19年３月期 65,381 8.7 △1,866 － △1,810 － △1,391 －

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 △330 01 －  

19年３月期 △52 72 －  

(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 93,278 15,386 16.5 486 30

19年３月期 60,847 23,461 38.6 889 19

（参考）自己資本 20年３月期 15,386百万円 19年３月期 23,461百万円

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、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 50,000 231.5 △850 － △1,050 － △1,090 － △33 30

通期 117,000 167.1 1,200 － 750 － 280 － 8 55

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後

の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績 

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、所謂サブプライム住宅ローン問題を背景にした米国経済の不安定な

状況や、資源・円高が及ぼす経済への影響などにより、前半は回復基調にあったものの後半は足踏み状態にあり

ました。

　建設業界におきましては、住宅建設は改正建築基準法の影響はあったものの徐々に持ち直してまいりましたが、

公共投資につきましては補正後の公共事業関係費が前年度を下回るなど、総じて低調に推移いたしました。

　そのような状況の下、当社グループはコアビジネスである新設橋梁のシェア拡大に努めるとともに、橋梁以外

の土木工事や建築工事並びに開発事業や海外工事にも注力し、受注量確保のための経営戦略強化に努めてまいり

ました。

  そのような中で、平成19年10月１日には合併により「オリエンタル白石株式会社」が新たに発足いたしました。

この合併により、コンクリート橋梁について双方が持つ優れた技術を統合し、橋梁上下部一体工事において技術

優位性を確保し受注拡大を図るとともに、生産体制の効率化と規模拡大による工事採算の改善、事業拠点の統廃

合による経費削減など、収益性の向上を目指す体制が整いました。

  当連結会計年度の受注高につきましては、107,310百万円で前期比153.2％となりました。その内訳は、建設事

業のうち工事施工部門は105,295百万円、製品製造部門は2,015百万円となっております。

　また、売上高につきましては89,537百万円となり、その内訳は建設事業のうち工事施工部門は87,246百万円、

製品製造部門は1,538百万円であり、また、不動産賃貸等事業は753百万円であります。

　合併により受注高及び売上高ともに増加しましたが、一段と厳しくなった受注環境の下で全グループ一丸と

なって徹底したコスト削減に努めたものの競争激化による受注単価の低下並びに原材料価格の高騰等により、利

益は前期を大幅に下回り営業損失を計上する結果となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

（建設事業）

　建設事業の売上高は88,784百万円（前連結会計年度比131.1％）、営業利益△5,387百万円（前連結会計年度比

△434.3％）となりました。

（不動産賃貸等事業）

　当事業の主な営業内容は、事務所ビルの賃貸とその管理業務の代理業務であります。

　不動産賃貸等事業の売上高は831百万円（前連結会計年度比204.3％）、営業利益は199百万円（前連結会計年

度比122.1％）となりました。 

　　

②次期の見通し 

　次期の見通しにつきましては、改正建築基準法施行の影響による混乱は収まる方向にありますが、政府建設投資

は漸減傾向にあり、当面投資額の回復は見込まれないものと予測されます。また建設の需給ギャップも解消されて

おらず、引き続き厳しい受注競争が続くことが予想されます。加えて、エネルギー・原材料価格に連動した建設資

材価格の高騰や不動産市況の悪化、更には道路特定財源の一般財源化など建設業界を取り巻く状況には不透明感が

広がり、建設業各社の収益への影響が懸念されます。

　当社におきましては、昨年10月の会社合併時に見込んでいた人員削減による経費削減効果の未達や、昨年9月以前

に低い落札価格で受注した物件について工事損失引当金を追加計上した影響などで、当決算期において大幅な赤字

を計上いたしましたが、今下期以降の受注については新設の入札対応室を中心に物件の選別と一定の利益を加味し

た応札を実施しております。また昨年の希望退職者募集に応募した者の退職も今期末でほぼ完了し次期の人件費、

一般経費については当初計画通りの削減効果を見込んでおります。

　これらを踏まえた次期の業績見通しは以下の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売　上　高 経常利益 当期損益

 連　　結 122,000 750 280

 個　　別 117,000 750 280
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　　(資　　産) 

流動資産は、前連結会計年度に比べ29,103百万円増加し68,363百万円となり、また、固定資産は、前連結会計

年度に比べ6,140百万円増加し28,564百万円となりました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ35,243百

万円増加し96,927百万円であります。何れも合併による増加であります。

　　(負　　債) 

流動負債は、前連結会計年度に比べ38,447百万円増加し69,879百万円となり、また、固定負債は、前連結会計

年度に比べ4,817百万円増加し11,660百万円となっております。その結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ

43,264百万円増加し81,540百万円となりました。何れも合併による増加であります。

　　(純　資　産)

純資産は前連結会計年度の資本合計に比べ8,021百万円減少し15,387百万円となりました。

これは利益剰余金が9,579百万円減少したことによりものであります。　

 ②キャッシュ・フローの状況

　  当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により4,745百万円の減少、投資活動により892百万円

の増加、財務活動により2,138百万円の増加となり、また、合併により2,820百万円を受入れ、現金及び現金同等物

（以下、「資金」という。）の期末残高は期首残高5,504百万円より1,095百万円増加の6,599百万円となりました。

 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が7,217百万円で前会計年度末の税金等調整前当

期純利益1,941百万円より5,275百万円減少し、4,745百万円の減少となりました。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動に使用した資金は、有形固定資産の取得による支出908百万円（前年同期653百万円）、賃貸ビル等の有

形固定資産の売却1,911百万円等であり、差引き892百万円（前年同期807百万円の支出)の収入となりました。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動に使用した資金は、短期借入金の減少、長期借入れによる収入と返済、自己株式取得による支出及び配

当の支払額があり、差引き2,138百万円（前年同期291百万円の支出)の収入となりました。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

株主資本比率（％） 41.0 41.3 37.9 15.9

時価ベースの株主資本比率

（％）
23.5 24.2 18.6 7.4

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
377.0 － 13.5 －

　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　※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。

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

　　※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。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。

　　　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。
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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

　当社グループが属する建設業界はここ数年厳しい環境下に置かれておりますが、そのような中、これまで当社は

株主の皆様に長期的な視点でご支援いただけるよう安定配当の維持に努めて参りました。また事業への取り組みに

おいても、淘汰・再編の流れを先取りした会社合併を行い、本業でのシェア向上、利益率の改善と経費の削減を図

り、一定の成果を上げつつあります。今後も引き続き経営基盤の維持増強と財務体質強化に努めるとともに、新た

な収益部門を育てることに注力して参ります。

　株主の皆様への利益還元につきましては、平成20年３月期中間期において表明致しました通り、基本方針をこれ

までの安定配当から定額部分と業績連動部分からなる併用型配当に変更し、安定配当分として年間1株当たり８円

（中間期、期末各４円）、業績連動分として年間配当性向をおおむね20％（連結ベース）を目処に実施する予定で

あります。この方針に基づき、当期末配当につきましては定額部分のみの１株につき４円（通期では１株につき９．

５円）を実施する予定であります。なお、配当に関する基準日および回数の変更予定はありません。

　当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しいものと考えられますが、平成21年３月期は全社一丸となって黒字

化を果たし業績連動部分の配当も実施できるよう努力いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等に関し、経営成績、財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のようなものがあ

ります。なお、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において判断したものであ

ります。

①公共事業への依存

　当社グループの事業内容は主に建設事業であり、売上高の概ね６割を公共工事で占めております。国及び地方自

治体の公共投資は年々縮小傾向にあることから、この減少を補うため橋梁以外の土木分野、建築分野及び海外分野

への受注活動を強化いたしますが、公共工事量減少如何によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。

②工事用資材の価格上昇

　当社グループの主たる事業である建設工事に使用する主要資材の価格が高騰し、請負金額に反映されない場合は、

売上総利益の低下により業績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

　民間からの請負工事につき、物件引渡後工事代金受領前に取引先が信用不安に陥った場合、貸倒損失の計上によ

り業績に影響を及ぼす可能性があります。

④災害に伴うリスク

　建設事業において、天候等の自然災害により工事施工に影響を及ぼす場合があり、工事遅延や工事原価の追加費

用が発生する可能性があります。

　   ⑤海外事業の展開に伴うリスク

　　当社グループは、海外工事にも進出しており、当該国の政治・経済情勢の悪化、為替レートの急激な変動、予期

せぬ法律・規制の変化等が行われた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び子会社10社で構成され、この他に関連会社４社及びその他の関係会社１社を含めたグルー

プにより、建設事業を主な事業内容としております。当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメン

ト並びに事業部門との関連は次のとおりであります。

建設事業

（工事施工部門）

当社は、プレストレストコンクリート(PC)建設工事、一般土木・建築工事の施工を行っております。

また、㈱プロテック（子会社）は土木建築構造物補修工事の施工等、日本ケーモー工事㈱（子会社）は地下埋設管

敷設工事等の施工等、㈱タイコー技建（子会社）は工事・運送・資機材の加工製作、泰弘産業㈱（子会社）は建設

資材の製造販売を行っております。

（製品製造部門）

当社は、プレストレストコンクリート製品等の製造販売を行っております。また、㈱オートリ（子会社）は工場製

品製造の請負を行っております。なお、その他の関係会社である太平洋セメント㈱からは同社製品のセメントを商

社経由で購入しております。

（不動産賃貸等事業）

当社は、不動産賃貸事業を営んでおり、㈱オーケーケー（子会社）は当社所有の不動産管理及び損害保険の代理業

等、㈱白石ホームズは不動産の売買等、㈱三京は清涼飲料水の製造販売を行なっております。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

子会社 

(※1) ㈱白石ホームズ 

(※1) ㈱オーケーケー 

  

工事施工   

不動産   
の賃貸   

製品製造販売   工事施工   工事施工   建設資材   

製造販売等   

              

  

  

  

  

  

建設資材   

製造販売等   
不動産   

管理等   
製品製造   

当        社 

  

製品製造部門   

            

              

  

  不動産 
賃貸等 
事業   

  

  

   

  

  

  

  
子会社 

㈱プロテック (※1) 

他２社 

日本ケーモー工事㈱ 

 

(※1) 

㈱タイコー技建 (※1) 

子会社 

㈱オートリ (※1) 

工 事 施 工 部 門 

建    設    事    業 

その他関係会社 

太平洋セメント㈱ 

得     意     先 

㈱三京 (※2) 

関連会社 

(※3) 瀋陽市政地鉄管片有限公司 

㈱オリテック２１ (※4) ㈱Ｏ.Ｔ.Ｎ (※4) 

Ｏ・Ｔテクノリサーチ㈱ (※4) 

泰弘産業㈱ (※1) 

　（注）(※1)連結子会社　

(※2)非連結子会社

(※3)関連会社で持分法適用会社

(※4)関連会社で持分法非適用会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　 当社グループの経営理念は、「豊かな生活の実現と環境との共生に貢献する」ことであり、この理念をどのように

実現していくのかを示したものが経営ビジョンである「『土木・建築・不動産』プロデュース企業」です。

　企業は社会的存在であり、地域・社会・地球というより大きな環境エコロジーの一員であるとの認識をもって行動

し、人と環境が共に豊かに暮らす意義を考え、豊かな生活を実現する機会を「土木・建築・不動産」プロデュースを

通じて提供していきます。

 

(2）目標とする経営指標

　　　当社グループは、収益面で早期の黒字化を目指す一方、企業価値の増大を重要な経営目標としており、なるべく早

　　い時期にＰＢＲを1.0まで引き上げるとともに、中長期的にはプロアクティブな財務活動や戦略的なＭ＆Ａなどを必

　　要に応じて実行しながら時価総額1,000億円企業を目指します。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　 当社グループでは、企業の戦略フレームワークの中で今後当社グループが進むべき道筋を10項目からなる経営の基

本戦略として具体的に明示し、一丸となってこの基本戦略を実行するとともに、株主、投資家等のより深い理解を得

るように努めてまいります。

　　1) 中核事業である橋梁工事部門のマーケットシェアの拡大

　　2) 建設業としての企画力・営業力・技術力の三位一体による総合力の強化

　　3) 「土木・建築・不動産」プロデュース企業としてのポジショニング確立

　　4) 土木・建築・不動産ビジネスにおけるバリューチェーンの要素と連携の強化

　　5) PC・ケーソン技術等の特化技術の新たな分野への応用

　　6) 顧客満足度の向上と既存の顧客基盤への新たなサービスの提供

　　7) 金融・財務戦略の強化と流動化・PFI・インフラファンド事業等新たな事業手法の検討

　　8) 製造工場の強みを生かしたプレキャスト製品等の新たな事業展開

　　9) 環境に優しい土木・建築・不動産ビジネスの展開

　　10) 経営管理体制、コーポレートガバナンスの強化

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境は依然として非常に厳しい状況にありますが、昨年10月のオリエンタル建設株式会社

と株式会社白石の合併により、旧両社の持つ高い技術力を融合することで技術提案型の入札において大幅な価格差を

逆転して受注するなど、目に見えるシナジー効果が表れており、事業拠点の統廃合による効果などと併せて、収益面

で他社との差別化を図っていくための基盤ができつつあります。

　今後は合併によって獲得した価格競争力と技術競争力を更に強化し、シェアの拡大と収益性の向上を図って公共工

事での利益確保に努めるとともに、海外土木工事、民間建築工事や開発事業にも引き続き注力し、有力ビジネスパー

トナーとの連携や新規事業への取り組みも積極的に進めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)       

Ⅰ　流動資産       

１　現金預金  5,504  6,599   

２　受取手形・完成工事
未収入金等

※１
※５
※６

17,105  28,351   

３　未成工事支出金  9,904  25,224   

４　開発事業支出金  2,240  3,382   

５　販売用不動産  ―  1,148   

６　その他たな卸資産  1,512  1,112   

７　未収消費税等  ―  289   

８　立替金  ―  1,589   

９　繰延税金資産  825  432   

10　その他  2,258  546   

貸倒引当金  △90  △313   

流動資産合計  39,260 63.6 68,363 70.5 29,103

Ⅱ　固定資産       

１　有形固定資産       

(1)建物・構築物 ※２ 10,809  12,164   

(2)機械・運搬具・
工具器具備品

 13,638  15,159   

(3)土地 ※２ 9,972  10,336   

(4)建設仮勘定  444  ―   

減価償却累計額 ※９ △19,218  △20,285   

有形固定資産合計  15,646  17,375   

２　無形固定資産       

(1)のれん  214  4,982   

(2)その他  469  753   

無形固定資産合計  684  5,735   

３　投資その他の資産       

(1)投資有価証券
※２
※３

2,047  3,271   

(2)繰延税金資産  1,649  ―   

(3)その他 ※３ 2,448  3,371   

貸倒引当金  △52  △1,188   

投資その他の資産
合計

 6,093  5,454   

固定資産合計  22,424 36.4 28,564 29.5 6,140

資産合計  61,684 100 96,927 100 35,243
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)       

Ⅰ　流動負債       

１　支払手形・工事未払金
等

 20,083  30,823   

２　短期借入金  ―  11,613   

３　未払法人税等  83  117   

４　未成工事受入金  7,675  17,915   

５　預り金  ―  3,561   

６　完成工事補償引当金  100  120   

７　工事損失引当金  1,040  3,879   

８　その他  2,448  1,846   

流動負債合計  31,431 51.0 69,879 72.1 38,447

Ⅱ　固定負債       

１　長期借入金  ―  4,313   

２　再評価に係る
繰延税金負債

※７ 1,994  1,690   

３　退職給付引当金  4,508  4,884   

４　役員退職慰労金引当金  3  4   

５　繰延税金負債　  ―  228   

６　その他  337  540   

固定負債合計  6,843 11.1 11,660 12.0 4,817

負債合計  38,275 62.1 81,540 84.1 43,264

       

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  2,985 4.8 3,000 3.1 14

２　資本剰余金  2,022 3.3 4,051 4.2 2,028

３　利益剰余金  16,940 27.4 7,361 7.6 △9,579

４　自己株式  △704 △1.1 △128 △0.1 576

株主資本合計  21,243 34.4 14,284 14.8 △6,959

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価差
額金

 943 1.5 333 0.3 △610

２　繰延ヘッジ損益  0 0.0 ― ― ―

３　土地再評価差額金 ※７ 1,220 2.0 772 0.8 △447

４　為替換算調整勘定  1 0.0 △3 0.0 △4

評価・換算差額等合計  2,165 3.5 1,103 1.1 △1,061

純資産合計  23,408 37.9 15,387 15.9 △8,021

負債純資産合計  61,684 100 96,927 100 35,243
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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(百万円)
百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高         

完成工事高   68,023 100  89,537 100 21,514

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価   63,587 93.5  88,694 99.1 25,106

売上総利益         

完成工事総利益   4,435 6.5  843 0.9 △3,592

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  6,311 9.3  6,845 7.6 533

営業損失　　　　   1,875 2.8  6,001 6.7 4,125

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  17   34    

２　受取配当金  18   25    

３　連結調整勘定償却額  ―   ―    

４　特許権実施料  17   10    

５　機械等賃貸収入  14   18    

６　為替差益  ―   ―    

７　その他  95 162 0.2 130 219 0.2 56

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  18   227    

２　工事前受金保証料  34   41    

３　コミットメントライン

費用
 17   153    

４　機械等賃貸費用  7   1    

５　持分法による投資損失  ―   5    

６　その他  38 115 0.1 243 672 0.7 557

経常損失   1,828 2.7  6,454 7.2 4,626

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ ―   1,077    

２　会員権売却益  1   31    

３　貸倒引当金戻入益  15   3    

５　投資有価証券売却益  ―   1    

４　移転補償金  60 77 0.1 ― 1,114 1.2 1,037

Ⅶ　特別損失         

１　減損損失 ※５ ―   847    

２　特別退職金等  ―   803    

３　投資有価証券評価損  146   129    

４　固定資産除却損 ※４ 43   23    

５　投資有価証券売却損  ―   1    

６　その他  ― 190 0.3 72 1,877 2.1 1,686

税金等調整前当期純損

失
  1,941 2.9  7,217 8.1 5,275

法人税、住民税

及び事業税
 68   119    

法人税等調整額  △575 △507 △0.8 2,395 2,514 2.8 3,022

当期純損失   1,433 2.1  9,732 10.9 8,298
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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
（百万円）

2,985 2,022 18,665 △704 22,968

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（前期利益処分）   △145  △145

剰余金の配当   △145  △145

役員賞与（前期利益処分）   △0  △0

当期純損失   △1,433  △1,433

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― △1,724 △0 △1,724

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,985 2,022 16,940 △704 21,243

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価差額
金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,362 ― 1,220 ― 2,582 25,551

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（前期利益処分）      △145

剰余金の配当      △145

役員賞与（前期利益処分）      △0

当期純損失      △1,433

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△419 0 ― 1 △417 △417

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△419 0 ― 1 △417 △2,142

平成19年３月31日　残高
（百万円）

943 0 1,220 1 2,165 23,408
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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
（百万円）

2,985 2,022 16,941 △704 21,243

連結会計年度中の変動額      

合併による新株の発行 14 2,028   2,043

合併による自己株式の発行    704 704

連結子会社等の減少に伴う利益剰
余金

  △4  △4

剰余金の配当   △290  △290

当期純損失   △9,732  △9,732

自己株式の取得    △128 △128

土地再評価差額金の取崩   447  447

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

14 2,028 △9,579 576 △6,959

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,000 4,051 7,361 △128 14,284

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価差額
金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

943 0 1,220 1 2,165 23,409

連結会計年度中の変動額       

合併による新株の発行　      2,043

合併による自己株式の交付　      704

連結子会社等の減少に伴う利益剰
余金　

     △4

剰余金の配当      △290

当期純損失      △9,732

自己株式の取得      △128

土地再評価差額金の取崩      447

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△610 △0 △447 △4 △1,062 △1,062

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△610 △0 △447 △4 △1,062 △8,021

平成20年３月31日　残高
（百万円）

333 ― 772 △3 1,103 15,387
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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     

１　税金等調整前当期純損失  △1,941 △7,217  

２　減価償却費  568 1,034  

３　減損損失  ― 847  

４　のれん償却額  61 185  

５　貸倒引当金の増減額(減少：△)  9 622  

６　退職給付引当金の増減額(減少：△)  △242 △1,482  

７　役員退職慰労金引当金の増減額(減少：
△)

 0 1  

８　完成工事補償引当金の増減額(減少：△)  12 △9  

９　工事損失引当金の増減額(減少：△)  857 1,561  

10　受取利息及び受取配当金  △35 △60  

11　支払利息  18 227  

12　為替差損益(差益：△)  3 10  

13　持分法による投資損益(益：△)  ― 5  

14　固定資産売却損益（益：△）  ― △1,067  

15　固定資産除却損  43 18  

16　会員権売却益  △1 △31  

17　投資有価証券売却損益(益：△)  ― 0  

18　投資有価証券評価損  146 129  

19　特別退職金等  ― 803  

20　移転補償金  △60 ―  

21　その他特別損失  ― 72  

22　役員賞与支払額  △0 ―  

23　売上債権の増減額(増加：△)  2,359 1,618  

24　未成工事支出金の増減額(増加：△)  △864 2,228  

25　開発事業支出金の増減額(増加：△)  △1,376 △369  

26　その他たな卸資産の増減額(増加：△)  △394 △678  

27　仕入債務の増減額(減少：△)  1,790 △2,781  

28　未収消費税等の増減額(増加：△)  ― △373  

29　未払消費税等の増減額(減少：△)  △408 ―  

30　未成工事受入金等の増減額(減少：△)  △53 264  

31　その他  △118 822  

小計  374 △3,617 △3,991

32　利息及び配当金の受取額  36 51  

33　利息の支払額  △18 △227  

34　移転補償金の受取額  60 ―  

35　特別退職金等の支払額  ― △803  

36　その他  ― △72  

37　法人税等の支払額  △207 △77  

営業活動によるキャッシュ・フロー  245 △4,745 △4,991
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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     

１　有形固定資産の取得による支出  △653 △908  

２　有形固定資産の売却による収入  8 1,911  

３　無形固定資産の取得による支出  △220 △296  

４　投資有価証券の取得による支出  △12 △1  

５　投資有価証券の売却による収入  ― 3  

６　非連結子会社株式の取得による支出  ― △47  

７　関連会社の設立に伴う出資・株式取得に
よる支出

 △72 ―  

８　貸付けによる支出  △5 △1,031  

９　貸付金の回収による収入  66 1,191  

10　その他投資等の取得による支出  △103 △151  

11　その他投資等の売却による収入  185 223  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △807 892 1,700

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の増減額（△：減少）  ― △522  

２　長期借入れによる収入  ― 5,000  

３　長期借入金の返済による支出  ― △1,922  

４　自己株式取得による支出  △0 △128  

５　配当金の支払額  △291 △288  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △291 2,138 2,429

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △3 △10 △6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △856 △1,725 △868

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  6,360 5,504 △856

Ⅶ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 2,820 2,820

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,504 6,599 1,095
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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

 
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 ①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　５社

・連結子会社の名称

　　㈱プロテック

　　㈱オートリ

　　㈱オーケーケー

　　泰弘産業㈱

　　日本ケーモー工事㈱

①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　８社

・連結子会社の名称

　　㈱プロテック

　　㈱オートリ

　　㈱オーケーケー

　　泰弘産業㈱

　　日本ケーモー工事㈱

　　㈱タイコー技建

　　㈱とらいみっくす

　　白石ホームズ㈱ 

②非連結子会社の状況

　該当事項はありません。　

②非連結子会社の状況

・非連結子会社の数　　　　　２社

・非連結子会社の名称

　　㈱三京

　　P.T.シライシプルカサインドネシア

非連結子会社は、いずれも小規模であ

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していないため、

連結の範囲から除いております。

２　持分法の適用に関する事

項

 ①持分法適用関連会社　１社

瀋陽市政地鉄管片有限公司　

瀋陽市政地鉄管片有限公司は当連結会

計年度に新たに出資した持分法適用関連

会社であります。

 ①持分法適用関連会社　１社

瀋陽市政地鉄管片有限公司　

 

②持分法非適用関連会社　１社

㈱オリテック２１

 ㈱オリテック２１は、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）等から見て、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

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いて

おります。

②持分法非適用関連会社　３社

㈱オリテック２１

㈱Ｏ．Ｔ．Ｎ

Ｏ・Ｔテクノリサーチ㈱

持分法を適用していない関連会社は、

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）等から見て、

持分法の対象から除いても連結財務諸表

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

範囲から除いております。

③瀋陽市政地鉄管片有限公司は、決算日が

連結決算日と異なるため、同社の財務諸

表を使用しております。

③持分法適用関連会社は、決算日が連結決

算日と異なるため、同社の財務諸表を使

用しております。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての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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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 

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

法により算定)

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

法により算定)

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

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　

―　

販売用不動産　

個別法による原価法　

その他たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法

その他たな卸資産

仕掛品

同左

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(ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法)を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物・構築物　７年～60年

　機械・運搬具・工具器具備品　３年　

～12年

①有形固定資産

同左

  （会計方針の変更）

  当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失がそれぞれ28百万

円増加しております。
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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)

   （追加情報）

　当社及び連結子会社は、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、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額の差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

　これにより営業損失、経常損失及び税

引等調整前当期前中間純損失がそれぞれ

91百万円増加しております。 

②無形固定資産

　定額法を採用しております。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

額法を採用しております。

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、完成工事高に対する将来の見積

補償額を計上しております。

②完成工事補償引当金

同左

③工事損失引当金

　当連結会計年度末手持工事のうち損失

が見込まれ、かつ、損失額を合理的に見

積ることができる工事について、当該損

失見積額を計上しております。

③工事損失引当金

同左

④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。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定率法により費用処理して

おります。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)による定率

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しております。

④退職給付引当金

同左
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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)

⑤役員退職慰労金引当金

　連結子会社２社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

（追加情報）

　提出会社は従来、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しておりましたが、平成18

年３月27日開催の取締役会及び監査役会

において、取締役及び監査役の退職慰労

金制度の廃止を決議し、平成18年６月29

日開催の定時株主総会において、在任中

の取締役、監査役に対し、在任期間に対

応する退職慰労金を支給することを決議

しました。これに伴い、取締役及び監査

役の退職慰労金未払相当額185百万円を

流動負債の「その他」に109百万円及び

固定負債の「その他」に75百万円計上し

ております。

⑤役員退職慰労金引当金

同左

(4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外持分法適用関連会社の財務諸表

項目は、在外持分法適用関連会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算から生じた為替換算調整勘定の持分

相当額を純資産の部に計上しておりま

す。 

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外持分法適用関連会社の財務諸表

項目は、在外持分法適用関連会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算から生じた為替換算調整勘定の持分

相当額を純資産の部に計上しておりま

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) 重要なヘッジ会計の方法   ①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。な

お、振当処理の要件を満たす為替予約に

ついては、振当処理を採用しております。

  ――――――

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 為替予約

（ヘッジ対象） 外貨建予定取引

 

  ③ヘッジ方針

  ヘッジ手段である為替予約は為替変動

相場リスクを回避する目的で行っており、

投機的な取引は行わない方針にしており

ます。

  

  ④ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段

の時価変動額を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判断しております。
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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)

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

①完成工事高の計上基準

　工事完成基準によることを原則として

おりますが、工期が１年超に亘り、かつ、

請負契約高が６億円超の長期大型工事に

ついては工事進行基準によっております。

①完成工事高の計上基準

　工事完成基準によることを原則として

おりますが、工期が１超、かつ請負金額

が３億円以上の工事については工事進行

基準によっております。

　なお、当連結会計年度の工事進行基準

によった完成工事高は20,631百万円であ

ります。

　なお、当連結会計年度の工事進行基準

によった完成工事高は34,549百万円であ

ります。

　（会計方針の変更）

　従来、工期が１年超、かつ請負金額が

６億円超の工事については工事進行基準

のよっておりましたが、当連結会計期間

における新規着工工事より、工期が１年

超、かつ請負金額が３億円以上の工事に

ついては工事進行基準によることに変更

いたしました。

 この変更は、国際的な会計基準の動向

と四半期報告書制度等に対応するため、

また、平成19年10月１日の株式會社白石

との合併による会計方針の統一を目的と

して、一層の期間損益の適正化を図るも

のであります。

　この変更により、従来の基準によった

場合に比べ、売上高が4,196百万円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前当期純損失に与える影響はありません。

②消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

②消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同左

 ６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

５年間の均等償却を行っております。 　のれんの償却は、その効果が発現する

と見積もられる期間(５年から20年)で償

却しております。

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引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が到来する短期

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)

（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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,408百

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)

（連結貸借対照表関係)

  前連結会計年度において表示しておりました「連結調

整勘定」は、「のれん」として表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  前連結会計年度において表示しておりました「連結調

整勘定償却額」は、「のれん償却額」として表示してお

ります。 

　　　　　　　　　　　――――――
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追加情報

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)

（企業結合関係）

　当社と株式會社白石（以下、白石といいます。）との

企業結合については、貸借対照表日現在、その主要条件

は合意されておりますが、効力発生日が到来していない

ため完了しておりません。企業結合におけるパーチェス

法を適用した場合の注記事項（財務諸表等規則第８条の

17）のうち、確定している事項は以下のとおりでありま

す。

１ 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称：株式會社白石

事業の内容　　　：橋梁下部工工事、一般土木工

事の施工等

(2) 企業結合を行う主な理由

　　　　　　　　　　――――――

　合併により受注の拡大、利益率の改善及び経費の

削減を図ることで企業価値を高める等を目的として

おります。

 (3) 企業結合日（予定）

平成19年10月1日

 (4) 企業結合の法的形式

  吸収合併

(5) 結合後企業の名称

　  オリエンタル白石株式会社

２ 株式の種類別の合併比率

  白石の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.3株を

割当交付いたします。ただし、白石が所有する白石の普

通株式については割当交付を行いません。

  なお、合併に用いられる本割当て比率の協議を行うに

際しては、両社はそれぞれ第三者算定機関に割当て比率

の算定を依頼し、当社は大和証券エスエムビーシー㈱よ

り、白石は㈱みずほ銀行より、「合併比率算定書」を受

領しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年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5,504百万円は、連

結貸借対照表の流動資産「現金預金」期末残高と一致

しております。

※１　現金及び現金同等物の期末残高6,599百万円は、連

結貸借対照表の流動資産「現金預金」期末残高と一致

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　受取手形裏書譲渡高 352百万円　

※３ このうち、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 5百万円

投資その他の資産その他

（関係会社出資金）

68

　※２　担保資産

　下記の資産は、長期借入金4,265百万円、短期借入

金9,975百万円、短期借入金（長期借入金よりの振替

分）1,343百万円の担保に供しております。

建　物 2,709百万円

土　地 7,023

投資有価証券 548

計 10,281

　※３ このうち、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 22百万円

投資その他の資産その他

（関係会社出資金）

　61

　４　保証債務 　　４　保証債務

 

　(1) 下記の会社のマンション売買契約手付金の返済に

ついて保証を行っております。

　(1) 下記の会社のマンション売買契約手付金の返済に

ついて保証を行っております。

㈱マリモ 215百万円

明和地所㈱ 116

㈱ジャパンホームズ 75

㈱夢ハウジング 12

㈱パルスクリエイト 5

㈱マリモ 291百万円

明和地所㈱ 104

㈱ビックヴァン 37

㈱夢ハウジング 30

東洋ホーム㈱ 2

　(2) 下記の会社の金融機関からの借入金について保証

を行っております。

　(2) 下記の会社の金融機関からの借入金について保証

を行っております。

㈱三田ハウジング 61百万円 ㈱タイコー技建 106百万円

アイテックコンサルタント㈱ 90百万円

※５　連結会計年度末日満期手形 ――――――

　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

  なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。

 

　受取手形　　　　　　　　　　　　　　209百万円

　支払手形　　　　　　　　　　　　　  　0

 

 

※６　手形債権流動化 　※６　手形債権流動化

　　　手形債権の一部を譲渡し債権の流動化を行っており

ます。  

　　　手形債権の一部を譲渡し債権の流動化を行っており

ます。  

　受取手形流動化による債権譲渡高　  2,826百万円 　受取手形流動化による債権譲渡高　  2,419百万円

　　　なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完の目的に

より支払留保されている722百万円は、流動資産「そ

の他」に含めて表示しております。  
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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)

※７　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公

布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価

の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定

する方法によっております。

※７　土地の再評価に関する法律(平成10年公布法律第34

号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価を行った年月日　　　平成13年３月31日

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年公

布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第16条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる地価

の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定

する方法によっております。

・再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

1,319百万円

・再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

163百万円

８　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三

井住友銀行等６行と貸出コミットメントライン契約を

締結しており、総額30億円、契約期間は平成18年12月

から平成21年12月であります。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

８　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱三

井住友銀行等６行と30億円、㈱三井住友銀行等７行と

85億円のコミットメントライン契約を締結しておりま

す。また、㈱三井住友銀行等２行と50億円のコミット

型シンジケートローン契約を締結しております。

　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額  3,000 

貸出コミットメントの総額 16,500百万円

借入実行残高 14,975　

差引額 1,525　

※９　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

※９　　　　　　　　　　 同左

オリエンタル白石㈱ (1786) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 24 －



（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うち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。

従業員給与賞与手当 2,921百万円

退職給付引当金繰入額 165

役員退職慰労金

引当金繰入額
0

貸倒引当金繰入額 32

従業員給与賞与手当 2,747百万円

退職給付引当金繰入額 147

役員退職慰労金

引当金繰入額
1

貸倒引当金繰入額 613

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる

研究開発費
327百万円

一般管理費に含まれる

研究開発費
377百万円

――――――

 

 

 

 

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物 32百万円

機械・運搬具・

工具器具備品
 7

建物等撤去費用 2

その他 1

計 43

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建　物      17百万円

土　地 1,060

その他 33

　計　 1,110

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建　物 17百万円

土　地 1,060

その他 33

　計　 1,110

―――――― ※５　減損損失

　  当社グループは、管理会計上の区分を基準に、工事用資

産は支店単位、工場資産は工場単位、賃貸用資産は物件単

位にグルーピングを行っております。

  これらの資産グループのうち、公共事業の価格競争激化

に起因し収益性が悪化した資産グループについて帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。

　減損損失の内容は、建物・構築物が105百万円、機械・

運搬具・工具器具備品が390百万円、土地が306百万円であ

ります。

 

用途 場所 種類 減損損失

 工事用資産
福岡県

大刀洗町

土地・機

械装置等
463

工場資産
栃木県

 真岡市 
建物等 70

 工事用資産
宮城県

加美町等 

土地・機

械装置等
171

工場資産
新潟県

 新潟市 

土地・

建物等 
99

　　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

を使用し、土地の評価額については不動産鑑定評価基準に

より、また、建物等の減価償却資産については、コストア

プローチによる見積金額によっております。
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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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 27,940 － － 27,940

合計 27,940 － － 27,940

自己株式     

普通株式　（注） 1,554 0 － 1,555

合計 1,554 0 － 1,555

（注）単元未満株式の買取による増加309株であります。

 

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 145 5.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 145 5.5 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 145  利益剰余金 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注１） 27,940 5,254 － 33,194

合計 27,940 5,254 － 33,194

自己株式     

普通株式　（注２）（注３） 1,555 460 1,554 460

合計 1,555 460 1,554 460

（注１）増加株式数は、株式會社白石との合併に際して、普通株式を発行したことによるもの5,254,920株であります。

　（注２）増加株式数は、単元未満株式の買取によるもの1,210株、市場買付による自己株式の取得によるもの416,200株

及び買取請求による取得によるもの42,900株の合計であります。

　（注３）減少株式数は、合併による割当交付によるもの1,554,900株であります。

 

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 145 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月30日

取締役会
普通株式 145 5.5 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 130  利益剰余金 4.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（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)

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)

――――――  株式會社白石との合併

 １　被取得企業の名称及び事業の内容等

  (1) 被取得企業の名称

　    株式會社白石（以下、「白石」といいます。）

 (2) 事業の内容

橋梁下部工工事、一般土木工事の施工等

  (3) 企業結合を行う主な理由 

  　  合併により受注の拡大、利益率の改善及び経費の削減

を図ることで企業価値を高める等を目的としておりま

す。

  (4) 企業結合日　平成19年10月１日

  (5) 企業結合の法的形式

      当社を合併存続会社、白石を合併消滅会社とする吸収

合併

  (6) 結合後企業の名称 

      オリエンタル白石株式会社

　(7) 取得した議決権比率　　　100％

 ２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　   平成19年10月１日から平成20年３月31日まで

 ３　被取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価   2,868百万円

　(2) 取得原価の内訳

   　 取得の対価として交付した株式の価額 2,748百万円

　 　 取得に直接要した費用の額　 　　      120百万円

　(3) 取得の対価として交付した株式の種類、交換比率及び

その定方法

　  　白石の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.3株を

割当交付（ただし、白石が所有する白石の普通株式につ

いては割当交付を行っておりません。また、合併交付金

の支払いはありません。）。なお、合併に用いられる本

割当て比率の協議を行うに際しては、両社はそれぞれ第

三者算定機関に割当て比率の算定を依頼し、当社は大和

証券エスエムビーシー㈱より、白石は㈱みずほ銀行より、

「合併比率算定書」を受領しております。

　(4) 交付株式数

　　  当社自己株式による交付　　　1,554,900株

　　  新株式発行による交付        5,254,920株
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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)

 ４.発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却

方法及び償却期間

　(1) 発生したのれんの金額　　　 4,952百万円

　(2) 発生原因　

　　  今後の事業展開によって期待される将来の収益力から

発生したものであります。

  (3) 償却の方法及び償却期間

　    のれんの償却については、20年間で均等償却しており

ます。

　(4) 企業結合に受け入れた資産及び引き受けた負債の額　

　並びにその内容

　　　流動資産　　　　33,521百万円

　　　固定資産　　　　 6,077百万円

　　　流動負債　　　　37,078百万円

　　　固定負債　　　　 3,637百万円
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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
賃貸等事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高
     

(1)外部顧客に対する売上高 67,702 320 68,023 ― 68,023

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 86 86 (86) ―

計 67,702 407 68,109 (86) 68,023

営業費用 68,943 243 69,187 712 69,899

営業利益又は営業損失（△） △1,240 163 △1,077 (798) △1,875

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 51,724 2,448 54,173 7,511 61,684

減価償却費 513 58 571 (2) 568

資本的支出 860 4 865 6 871

　（注）１　事業区分の方法

　事業は、建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

建設事業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一般土

木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製造販売、

地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負、開発事業（注）等

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

（注）開発事業は建設事業に含めて表示しております。なお、開発事業の主要な事業の内容は、「住宅・店

舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に係る開発事業」であります。

３　消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容

前連結会計
年度

(百万円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の内訳
798

提出会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関

する費用

消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額
7,518

提出会社の現預金及び提出会社本社の管理部門に

係る資産
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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)

 
建設事業
(百万円)

不動産
賃貸等事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高
     

(1)外部顧客に対する売上高 88,784 753 89,537 ― 89,537

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 78 78 (78) ―

計 88,784 831 89,616 (78) 89,537

営業費用 94,172 632 94,805 734 95,539

営業利益又は営業損失（△） △5,387 199 △5,188 (813) △6,001

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 89,625 2,251 91,876 4,677 96,554

減価償却費 996 40 1,036 (2) 1,034

減損損失 847 ― 847 ― 847

資本的支出 11,110 ― 11,110 (8) 11,102

　（注）１　事業区分の方法

　事業は、建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

建設事業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一般土

木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製造販売、

地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負、開発事業（注）等

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

（注）開発事業は建設事業に含めて表示しております。なお、開発事業の主要な事業の内容は、「住宅・店

舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に係る開発事業」であります。

３　消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容

当連結会計
年度

(百万円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の内訳
734

提出会社本社の総務・経理部門等の管理部門に関

する費用

消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額
5,222

提出会社の現預金及び提出会社本社の管理部門に

係る資産
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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)

　本邦以外の国又は地域に所在する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)

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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 887.21円

１株当たり当期純損失 54.35円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、

１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額 466.61円

１株当たり当期純損失 327.94円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、

１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり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)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△）　　　　　      (百万円) △1,433 △9,732

普通株主に帰属しない金額　      (百万円) ― ―

(うち利益処分による役員賞与金   (百万円)) (―) (―)　

普通株式に係る

当期純損失（△）　　　　       （百万円)
△1,433 △9,732

普通株式の期中平均株式数　      (千株) 26,385 29,677
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（開示の省略）

 リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストックオプション等関係、税効果会計関係、

関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金預金   5,185   5,586   

２　受取手形   2,590   3,435   

３　完成工事未収入金   13,712   23,660   

４　未成工事支出金   9,796   23,271   

５　販売用不動産   ―   946   

６　仕掛品   1,205   862   

７　開発事業支出金   2,240   3,284   

８　材料貯蔵品   274   181   

９　短期貸付金   170   343   

10　前払費用   81   116   

11　未収入金   820   192   

12　未収消費税   ―   282   

13　差入保証金   36   56   

14　立替金   886   1,472   

15　繰延税金資産   824   421   

16　その他   416   263   

貸倒引当金   △87   △309   

流動資産合計   38,154 62.7  64,069 68.8 25,915

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物  8,916   10,073    

減価償却累計額  △5,290 3,625  △5,482 4,590   

(2) 構築物  1,878   2,048    

減価償却累計額  △1,533 344  △1,596 452   

(3) 機械装置  9,168   10,534    

減価償却累計額  △8,280 888  △8,871 1,663   

(4) 車両運搬具  468   454    

減価償却累計額  △427 41  △437 16   

(5) 工具器具・備品  3,479   3,365    

減価償却累計額  △3,193 286  △3,137 228   

(6) 土地   9,954   10,287   

(7) 建設仮勘定   445   －   

有形固定資産合計   15,585 25.6  17,238 18.5 1,653
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

２　無形固定資産         

(1) のれん   ―   4,828   

(2) 借地権   7   82   

(3) ソフトウェア   410   585   

(4) 電話加入権   43   70   

(5) その他   5   9   

無形固定資産合計   466 0.8  5,577 6.0 5,110

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   1,777   3,267   

(2) 関係会社株式・
    関係会社出資金

  888   992   

(3) 従業員に対する
長期貸付金

  9   7   

(4) 破産債権、更生債権
等

  56   435   

(5) 長期前払費用   7   11   

(6) 繰延税金資産   1,649   －   

(7) 長期差入保証金   446   499   

(8) 長期性預金   1,100   1,150   

(9) 投資損失引当金   ―   △135   

(10) その他   758   1,381   

貸倒引当金   △52   △1,352   

投資その他の資産
合計

  6,641 10.9  6,257 6.7 △383

固定資産合計   22,693 37.3  29,073 31.2 6,380

資産合計   60,847 100  93,142 100 32,295
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   6,624   9,498   

２　工事未払金   12,785   19,989   

３　短期借入金   ―   11,518   

４　未払金   274   769   

５　未払費用   420   500   

６　未払法人税等   69   106   

７　未払消費税等   61   ―   

８　未成工事受入金   7,569   16,150   

９　預り金   1,503   3,540   

10　完成工事補償引当金   98   92   

11　工事損失引当金   1,039   3,872   

12　固定資産購入支払手形   4   9   

13　その他   94   119   

流動負債合計   30,545 50.2  66,168 71.0 35,622

Ⅱ　固定負債         

　１　長期借入金   －   4,265   

２　長期預り保証金   261   198   

３　繰延税金負債   ―   226   

４　再評価に係る繰延税金
負債

  1,994   1,690   

５　退職給付引当金   4,508   4,884   

６　長期未払金   75   322   

固定負債合計   6,840 11.2  11,588 12.5 4,747

負債合計   37,386 61.4  77,756 83.5 40,370
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   2,985 4.9  3,000 3.2 14

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  2,013   2,013    

(2）その他資本剰余金  9   2,038    

資本剰余金合計   2,022 3.3  4,051 4.3 2,028

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  547   547    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  4   ―    

買換資産圧縮積立金  255   ―    

別途積立金  17,244   16,003    

繰越利益剰余金  △1,056   △9,192    

利益剰余金合計   16,994 27.9  7,357 7.9 △9,636

４　自己株式   △704 △1.1  △128 △0.1 576

株主資本合計   21,297 35.0  14,280 15.3 △7,016

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  943 1.6  333 0.4 △610

２　繰延ヘッジ損益   0 0.0  ― ― ―

３　土地再評価差額金   1,220 2.0  772 0.8 △447

評価・換算差額等合計   2,164 3.6  1,105 1.2 △1,058

純資産合計   23,461 38.6  15,386 16.5 △8,074

負債純資産合計   60,847 100  93,142 100 32,295
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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(百万円)
百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高         

１　完成工事高  61,903   82,233    

２　製品等売上高  3,477 65,381 100 3,657 85,891 100 20,509

Ⅱ　売上原価         

１　完成工事原価  58,274   82,537    

２　製品等売上原価  3,103 61,377 93.9 3,009 85,547 99.6 24,170

売上総利益         

完成工事総利益  3,629   △304    

製品等総利益  374 4,004 6.1 647 343 0.4 △3,660

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  152   141    

２　従業員給料賞与手当  2,707   2,595    

３　退職給付引当金繰入額  164   146    

４　法定福利費  353   332    

５　福利厚生費  48   90    

６　修繕維持費  85   49    

７　事務用品費  150   286    

８　通信交通費  498   356    

９　動力用水光熱費  56   37    

10　調査研究費  327   376    

11　広告宣伝費  33   32    

12　貸倒引当金繰入額  33   619    

13　交際費  142   107    

14　寄付金  8   6    

15　地代家賃  264   157    

16　減価償却費  136   242    

17　のれん償却額  ―   123    

18　租税公課  99   147    

19　賦課金  58   65    

20　雑費  550 5,871 8.9 390 6,306 7.3 434

営業損失   1,866 2.8  5,962 6.9 4,095
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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(百万円)
百分比

(％)
金額(百万円)

百分比

(％)

増減

(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  20   40    

２　受取配当金  29   32    

３　機械等賃貸収入  15   23    

４　特許権実施料  18   11    

５　その他  88 172 0.2 120 227 0.2 54

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  18   226    

２　コミットメントライン

　　費用
 17   153    

３　工事前受金保証料  34   39    

４　機械等賃貸費用  7   1    

５　その他  39 116 0.1 248 669 0.8 552

経常損失   1,810 2.7  6,403 7.5 4,593

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  ―   1,077    

２　会員権売却益  1   31    

３　貸倒引当金戻入益  15   5    

４　投資有価証券売却益  ―   1    

５　移転補償金  60 78 0.1 ― 1,116 1.3 1,038

Ⅶ　特別損失         

１　減損損失  ―   847    

２　特別退職金等  ―   789    

３　投資損失引当金繰入額  ―   135    

４　投資有価証券評価損  146   128    

５　固定資産除却損  43   17    

６　投資有価証券売却損  ―   1    

７　その他  ― 190 0.3 91 2,011 2.3 1,820

税引前当期純損失   1,923 2.9  7,298 8.5 5,375

法人税、住民税

及び事業税
 48   104    

法人税等調整額  △580 △531 △0.8 2,391 2,495 2.9 3,027

当期純損失   1,391 2.1  9,793 11.4 8,402
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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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

特別償却
準備金

買換資産
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 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 24 291 17,244 568 18,675 704 22,978

事業年度中の変動額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145 △145 △145

剰余金の配当 △145 △145 △145

当期純損失 △1,391 △1,391 △1,391

自己株式の取得 △0 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

△9 9 ― ―

特別償却準備金
の取崩

△9 9 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

△19 19 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△17 17 ― ―

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

            

事業年度中の変動
額合計(百万円)

― ― ― ― ― △19 △36 ― △1,625 △1,681 △0 △1,681

平成19年３月31日
残高 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 4 255 17,244 △1,056 16,994 △704 21,297

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日
残高 (百万円)

1,362 ― 1,220 2,582 25,561

事業年度中の変動額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145

剰余金の配当 △145

当期純損失 △1,391

自己株式の取得 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

―

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

△419 0 ― △418 △418

事業年度中の変動
額合計(百万円)

△419 0 ― △418 △2,100

平成19年３月31日
残高 (百万円)

943 0 1,220 2,164 23,461
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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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

特別償却
準備金

買換資産
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 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 4 255 17,244 △1,056 16,994 △704 21,297

事業年度中の変動額

合併による新株
の発行

14 2,028 2,028 0 2,043

合併による自己
株式の交付

0 704 704

剰余金の配当 △290 △290 △290

当期純損失 △9,793 △9,793 △9,793

自己株式の取得 △128 △128

特別償却準備金
の取崩

△4 4 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△255 255 ― ―

別途積立金の取
崩

△1,241 1,241 ― ―

土地再評価差額
金の取崩

447 447 447

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

            

事業年度中の変動
額合計(百万円)

14 ― 2,028 2,028 ― △4 △255 △1,241 △8,136 △9,636 576 △7,016

平成20年３月31日
残高 (百万円)

3,000 2,013 2,038 4,051 547 ― ― 16,003 △9,192 7,357 △128 14,280

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日
残高 (百万円)

943 0 1,220 2,164 23,461

事業年度中の変動額

合併による新株
の発行

2,043

合併による自己
株式の交付

704

剰余金の配当 △290

当期純損失 △9,793

自己株式の取得 △128

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

別途積立金の取
崩

―

土地再評価差額
金の取崩

447

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

△610 △0 △447 △1,058 △1,058

事業年度中の変動
額合計(百万円)

△610 △0 △447 △1,058 △8,074

平成20年３月31日
残高 (百万円)

333 ― 772 1,105 15,386
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