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1.  20年5月期の連結業績（平成19年6月1日～平成20年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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5月期 52,903 12.2 1,082 43.1 883 50.5 4 △71.1

19年5月期 47,147 261.8 756 57.8 587 169.8 15 △94.6

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5月期 0.12 ― 0.1 2.3 2.0
19年5月期 0.41 ― 0.2 1.7 1.6

（参考） 持分法投資損益 20年5月期  ―百万円 19年5月期  ―百万円

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5月期 38,813 8,932 21.7 221.17
19年5月期 37,635 9,168 23.2 221.65

（参考） 自己資本   20年5月期  8,438百万円 19年5月期  8,744百万円

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5月期 △258 257 △124 7,618
19年5月期 1,451 9 1,596 7,756

2.  配当の状況 

※平成21年５月期の配当の予想については、日本インテグランドホールディングス株式会社の「平成21年５月期の業績予想及び配当予想について」を参照願います。  

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 第2四半期末 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5月期 ― ― ― 3.00 3.00 118 731.7 1.4
20年5月期 ― ― ― 3.00 3.00 114 2,500.0 1.4

21年5月期 
（予想）

― ― ― ― ― ――― ― ―――

3.  21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
※業績予想については、日本インテグランドホールディングス株式会社の「平成21年５月期の業績予想及び配当予想について」を参照願います。  
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年5月期  39,465,000株 19年5月期  39,465,000株

② 期末自己株式数 20年5月期  1,312,189株 19年5月期  11,889株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年5月期の個別業績（平成19年6月1日～平成20年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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5月期 13,374 1.5 356 28.8 162 △6.3 △26 ―

19年5月期 13,179 4.7 276 △34.1 173 △23.2 160 53.5

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5月期 △0.69 ―

19年5月期 4.31 ―

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5月期 17,001 8,423 49.4 220.02
19年5月期 16,498 8,686 52.6 219.85

（参考） 自己資本 20年5月期  8,394百万円 19年5月期  8,673百万円
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日本インテグランドホールディングス㈱（1416）平成 20 年５月期決算短信 

１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当期（平成20年５月期）の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題、原油価格の高騰、株価の低迷や円高の進行な
ど下振れ懸念が高まり、特に、年明け以降、景気の先行きには不透明感が増してまいりました。 

当社グループの主要事業分野である建設業界におきましては、官公庁工事につきましては減少傾向が続き、民
間工事に関しましても改正建築基準法施行に伴う影響をはじめ、マンション需要も減少に転じるなど、減速感を
強めており、受注環境はより一層厳しさを増す中、建設コストも上昇傾向を続けるなど、経営環境は一段と厳し
い状況となりました。 
この様な経営環境の下、当社グループにおいては、採算性を重視した受注活動を徹底するとともに、原価・経費

削減等にも全社をあげて取り組んでまいりました。 
以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、売上高は529億３百万円と前年比12.2％増

の増収となりました。 
利益につきましては、増収効果に加え、原価・固定費管理の徹底も奏功し、営業利益10億82百万円（前年比43.1％

増）、経常利益は８億83百万円（同50.5％増）と何れも増益となりました。ただし、当期純利益につきましては、
４百万円（同71.1％減）と減益となりましたが、これは、債権取立不能の発生により、特別損失にて貸倒損失・貸
倒引当金繰入を４億19百万円計上したことが主因であります。 

なお、販売費及び一般管理費には、のれん償却額２億49百万円、営業外費用には、株式交付費償却額１億14百万
円を含んでおります。 

 

②セグメント別の概況 

・建設事業 

当社グループのコア事業であり、主に機動建設工業㈱が取り扱う推進工事・ＰＣ工事を中心とした土木工
事と日本建設㈱が取り扱う建築工事に大別されます。 
受注高は、土木工事130億25百万円（前年比39.0％増）、建築工事410億37百万円（同8.9％増）と何れも前

年実績を上回り、建設事業全体で前年比14.9％増の540億63百万円となりました。売上高につきましても、土
木工事112億39百万円（同10.0％増）、建築工事391億56百万円（同16.1％増）となり、建設事業全体で503
億95百万円と前年比14.7％増の増収となりました。 
 

 
・不動産事業 

不動産事業につきましては、主に首都圏において、比較的短期間で回収可能な物件を中心に、中古ビル・
賃貸マンション等を仕入れ、リニューアル、コンバージョン、テナント入替等により、バリューアップを図
り、販売するビジネスを取り組んでおります。 

当連結会計年度におきましては、売上高は 24 億 84 百万円（前年比 21.7％減）となりました。 

 

・金融・投資事業 
金融・投資事業につきましては、建設事業、不動産事業とのシナジー効果が見込まれる案件を中心に取り

組んでおり、当連結会計年度においても取組案件を厳選し、新規案件の取り組みを見送った結果、売上高は
23百万円（前年比7.1％増）となりました。 
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日本インテグランドホールディングス㈱（1416）平成 20 年５月期決算短信 

受注高、売上高、繰越高の状況 

（連結）                                （単位：百万円 構成比、増減率：％） 

項 目 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増 減 自 平成18年６月 １日 自 平成19年６月 １日 

至 平成19年５月31日 至 平成20年５月31日 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

当
期
契
約
高 

土木工事 9,373 19.9 13,025 24.1 3,652 39.0

建築工事 37,684 80.1 41,037 75.9 3,352 8.9

建設事業計 47,058 100.0 54,063 100.0 7,004 14.9

当
期
売
上
高 

土木工事 10,217 21.7 11,239 21.2 1,021 10.0

建築工事 33,732 71.5 39,156 74.0 5,423 16.1

建設事業計 43,950 93.2 50,395 95.2 6,445 14.7

不動産事業 3,175 6.7 2,484 4.7 △690 △21.7

金融・投資事業 21 0.1 23 0.1 1 7.1

計 47,147 100.0 52,903 100.0 5,756 12.2

次
期
繰
越
契
約
高 

土木工事 5,322 18.0 7,108 21.4 1,786 33.6

建築工事 24,182 82.0 26,063 78.6 1,881 7.8

建設事業計 29,504 100.0 33,172 100.0 3,667 12.4

（注） 当期契約高、次期繰越契約高は建設事業のみを記載しております。 
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（２）財政状態に関する分析   

①資産・負債・純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 
・資産の部 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億78百万円増の388億13百万円となりました。 

その主な要因は、完成工事高が増加した上、竣工が期末近くに集中したことにより、未成工事支出金が減少した半面、受取

手形･完成工事未収入金が増加したこと、加えて、販売用不動産の仕入増によるものであります。 

・負債の部 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末比14億13百万円増の298億81百万円となりました。 

その主な要因は、前述の通り、完成工事が期末近くに集中したことに伴い支払手形・工事未払金等が増加したことによるも

のであります。 

・純資産の部 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末比２億35百万円減の89億32百万円となりました。 

その主な要因は、剰余金の配当、自己株式の取得等によるものであります。その結果、自己資本比率は、21.7％（前連結会

計年度は23.2％）となりました。 

 

・キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前連結会計年度末より1億37百

万円減少し76億18百万円となりました。各キャッシュ・フロー計算書の状況は次の通りであります。 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億58百万円の資金減少（前連結会計年度は14億51百万円の

増加）となりました。 

その主な要因は、仕入債務の増加20億75百万円があったものの、売上債権・たな卸資産の増加25億41百万円などによ

るものであります。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは2億57百万円の資金増加（前連結会計年度は9百万円の増加）と

なりました。 

その主な要因は、敷金の返還１億95百万円などによるものであります。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは１億24百万円の資金減少（前連結会計年度は15億96百万円の増

加）となりました。 

その主な要因は、自己株式の取得、配当金の支払によるものであります。 

 

②キャッシュ･フロー関連指標の推移（参考） 

 平成１８年５月期 平成１９年５月期 平成２０年５月期 

自 己 資 本 比 率 20.9％ 23.2％ 21.7％ 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 33.2％ 14.3％ 7.5％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 31.5年 2.5年 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.1倍 14.6倍 － 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

※ 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の配当 

当社は、将来の事業展開を考慮し、技術開発、設備投資等に充当するための内部留保の充実により企業体質の強化を図ると

ともに、株主に対し長期にわたる安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、期末配当にて、１株当たり３円の配当とさせていただく予定であります。平成21年５月期の配

当については、日本インテグランドホールディングス株式会社の「平成21年５月期の業績予想及び配当予想について」を参照

願います。 

        また、当社は株主還元水準の向上及び資本効率の改善を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行

するため、平成19年９月28日開催の取締役会において自己株式取得に係る決議を行い、同年10月１日から平成20年５月23

日にかけて、130万株取得いたしました。さらに、平成20年７月８日開催の日本インテグランドホールディングス株式会社の

取締役会において、自己株式を100万株取得する決議を行っております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

ついては、以下のようなものがあります。当社グループはこれらの事業を取り巻く様々なリスクや不確定要因等に対して、

発生の防止、回避に努めるとともに、企業活動への影響について 大限の軽減を図っております。 

 

① 事業環境の動向 

公共建設投資の一層の削減を始め、想定を上回る建設市場の減少や主要資材価格等の急激な上昇等、建設事業に係る著し

い環境変化が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、公共工事に関しては予算執行の関係上、施工が

下半期に集中するため、上半期と下半期に季節的な変動があります。 

 
② 工事施工上のリスク 

当社グループは、継続的な施工教育の実施や、ISO などの品質管理を活用した施工管理を徹底し、品質管理には万全を期し

ておりますが、瑕疵担保責任、製造者責任等による損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

推進工事の施工においては、計画土質との乖離が生じた場合、施工期間の長期化が予想され、業績等に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

③ 法的規制 

当社グループが属する建設業界は、建設業法の法的規制を受けています。このため、これらの法律の改廃や新たな法律の制

定等により業績等に影響を受ける可能性があります。なお、当社グループに対する訴訟等につきまして、当社グループ側の主

張・予測と相違する結果となり、営業活動に制約が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 資産保有リスク 

販売用不動産・有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合、または事業用不動産の収益性が著しく低下した場合等

には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 金利水準及び為替相場の変動 

急激な金利の上昇、為替相場の大幅な変動等が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑥ 退職給付債務 

年金資産の時価の下落及び運用利回り・割引率等の退職給付債務算定に用いる前提に変更があった場合には、業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 建設事業における労働災害、事故の影響について 

当社は、工事の施工にあたり、労働災害、事故の根絶に努めておりますが、万が一、労働災害、事故が発生した場合、補償等

に要する費用面での負担は各種保険により軽減されるものの、重大な労働災害、事故は信用の失墜につながり、関係諸官庁等

から工事入札の指名停止となるなど、業績等に影響を受ける可能性があります。 
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⑧ 不動産事業について 

不動産事業に関しては、比較的短期で回収可能な物件を中心に、建設事業とのシナジー効果も考慮して、投資していく方針

でありますが、不動産市場動向の変動等により投資資金の回収が長期化した場合、業績及び財政状態が影響を受ける可能性が

あります。 

 

⑨ 海外工事について 

当社グループでは、当社並びに連結子会社である台湾機動建設工程股份有限公司が台湾での推進工事を中心として海外工

事を行っております。当該国や地域において、景気の悪化、競争の激化、カントリーリスクの顕在化等の状況が生じた場合、当社

グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 取引先の信用リスク 

当社グループでは、可能な限り取引先の与信管理は講じておりますが、発注者、協力会社、共同施工会社の信用不安などが

顕在化した場合、資金の回収不能や施工遅延を惹起し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪ 繰延税金資産 

当期末において計上している繰延税金資産については、今後の利益（課税所得）をもって全額回収可能と考えておりますが、

制度面の変更等によっては、一部取崩しを求められ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、機動建設工業㈱および連結子会社５社で構成され、建設事業を主な事業内容とし、その他に不動産事業およ

びこれに附帯する事業を行っております。当社グループの事業に係る位置付けおよび事業別セグメントの関連は次のとおりであ

ります。 

なお、当社グループは、持株会社体制に移行することとし、平成20年７月１日付で、株式移転により、持株会社「日本インテ

グランドホールディングス㈱」を設立し、機動建設工業㈱の完全親会社となりました。今後、持株会社は、グループ経営戦略策

定およびグループ会社の管理機能、グループ財務機能を担うこととなります。また、平成20年９月に予定しております吸収分割

により、日本建設㈱も機動建設工業㈱と並列で、日本インテグランドホールディングス㈱の直接子会社となる予定であります。 

 

   
（建設事業） 

機動建設工業㈱は、推進工事、ＰＣ工事（橋梁・タンク）を主とした土木工事を営んでおります。日本建設㈱は、商業ビル、

工場、倉庫、店舗、集合住宅および個人住宅など様々な建築物の新築工事、リニューアル工事等の民間建築主体の建築工事を営

んでおります。国際エンジニアリング㈱、㈱機動技研、地下技研㈱、台湾機動建設工程股份有限公司は、土木工事および関連業

務を営んでおり、機動建設工業㈱は工事の一部を受発注しております。 

 

（不動産事業） 

機動建設工業㈱は、不動産事業を営んでおり、不動産の売買、賃貸、仲介業務等を営んでおります。 

 

（金融・投資事業） 

機動建設工業㈱は、金融・投資事業を営んでおり、有価証券の運用、管理を営んでおります。 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

日本インテグランドホールディングス㈱ (平成20年７月１日設立) 

 

 

機動建設工業㈱（土木工事、不動産事業等） 

 

 

日本建設㈱ （建築工事、リニューアル工事等） 

   国際エンジニアリング㈱ （土木工事、土木構造物の調査、診断等） 

   ㈱機動技研 （管路メンテナンス事業等） 

   地下技研㈱ （液状化対策事業等） 

   台湾機動建設工程股份有限公司 （台湾の推進工事等） 

 

※ 機動建設工業㈱は、平成20年７月１日に、株式移転により、純粋持株会社「日本インテグランドホールディングス㈱」を

設立し、同社の完全子会社となりました。これに伴い、機動建設工業㈱は、平成20 年６月 25 日をもって上場廃止となり、

平成20年７月１日をもって、日本インテグランドホールディングス㈱が大阪証券取引所に上場いたしました。 
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３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

（２）目標とする経営指標 

機動建設工業㈱が開示を行った平成19年５月期決算短信（平成19年7月27日開示）の内容から重要な変更がないため開示

を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬよりご覧いただくことができます。 

（機動建設工業㈱ホームページ） 

http://www.kidoh.co.jp/ 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

当社グループの母体でありました機動建設工業㈱は、戦後60年間、推進工事やＰＣタンク・ＰＣ橋梁の専門業者として発展

を遂げてまいりました。しかしながら、昨今の建設業界を取り巻く環境に鑑みますと、従来型の公共事業にのみ依存したビジ

ネスモデルでは生き残りは難しくなっております。こうした認識の下、当社グループは、2005年度より大胆な経営改革を実施

し、経営陣の刷新、資本増強による財務内容の改善、不動産事業の立ち上げ、土木事業のアジア進出、Ｍ＆Ａによる民間建築

分野への進出、自社株買いの実施など、これまでの建設業では考えられないスピード感で、環境変化に対応してまいりました。

こうした経営改革の進展により、連結売上高500億円・役職員数500名を超す企業グループに成長いたしました。 

しかしながら、今後数年を展望いたしますと建設業界では、引き続き過去に例を見ないスピードで環境変化が起こるものと

予想され更なる体制整備が必要になってくるものと考えられます。こうした認識の下、グループの経営力をより強化し、企業

価値・株主価値を向上させていくため、持株会社体制へ移行することが 善であるとの結論に達しました。 

今後は、持株会社をグループ経営の中心として、子会社となる機動建設工業㈱および日本建設㈱の２社を事業遂行の両輪と

して、グループ横断的な戦略の立案・実施、経営管理・人事管理、経営資源の効率的・効果的な配分を実現し、経営基盤の質

的な強化を推し進めながら、グループ価値の向上に取り組んでまいります。 

 

（４）その他、会社の経営上重要な事項 

シーエルエスエー サンライズ キャピタル,エル.ピーにつきましては、平成 20 年７月１日に株式移転により設立された

日本インテグランドホールディングス㈱の株式を 12,686 千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 32.14％)所有し

ておりますが、同社と取引関係はありません。 

なお、同社より社外取締役１名、社外監査役１名を受け入れておりますが、これは企業価値の向上に向けた客観的な意見

を得る為であります。 
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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５月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 
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 9,022 8,884 

受取手形・ 

完成工事未収入金等 
※1.2.3 5,811 7,974 

   未成工事支出金  8,135 6,772 

   販売用不動産 ※1 1,613 3,350 

   その他たな卸資産  6 7 

   繰延税金資産  241 323 

   その他  340 209 

   貸倒引当金  △38 △246 

   流動資産合計  25,132 66.8 27,274 70.3 2,142

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

   建物・構築物 ※1 2,386 2,256  

    減価償却累計額  △1,261 1,125 △1,237 1,018 

機械・運搬具・ 

工具器具・備品 
 4,794 4,657  

    減価償却累計額  △4,346 448 △4,313 344 

   土地 ※1 4,401 4,379 

   有形固定資産合計  5,975 15.9 5,742 14.8 △233

２ 無形固定資産   

   のれん  4,737 4,488 

   その他  74 70 

   無形固定資産合計  4,812 12.8 4,559 11.7 △253

３ 投資その他の資産   

   投資有価証券 ※4 624 475 

   繰延税金資産  454 346 

   その他  569 455 

   貸倒引当金  △63 △68 

   投資その他の資産合計  1,584 4.2 1,209 3.1 △374

   固定資産合計  12,372 32.9 11,511 29.6 △861
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前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 
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）

Ⅲ 繰延資産   

    株式交付費  130 16 

    社債発行費  ― 11 

   繰延資産合計  130 0.3 28 0.1 △102

   資産合計  37,635 100.0 38,813 100.0 1,178
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前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 
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 
※2 16,300 18,375 

   短期借入金 ※1 2,520 2,464 

一年以内償還予定社債 ※1 160 240 

   未払法人税等  447 98 

   未成工事受入金  5,497 5,280 

   工事損失引当金  10 50 

   完成工事補償引当金  104 119 

   賞与引当金  161 170 

   その他  724 520 

   流動負債合計  25,926 68.9 27,318 70.4 1,392

Ⅱ 固定負債   

   社債 ※1 180 540 

   長期借入金 ※1 825 595 

   退職給付引当金  1,481 1,360 

   その他  54 66 

   固定負債合計  2,541 6.7 2,562 6.6 20

   負債合計  28,467 75.6 29,881 77.0 1,413

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  4,079 10.8 4,079 10.5

２ 資本剰余金  3,823 10.2 3,823 9.8

３ 利益剰余金  856 2.3 726 1.9

４ 自己株式  △2 △0.0 △134 △0.3

   株主資本合計  8,757 23.3 8,494 21.9 △262

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額金  △14 △0.0 △54 △0.1

 ２ 為替換算調整勘定  2 0.0 △1 △0.0

   評価・換算差額等合計  △12 △0.0 △56 △0.1 △44

Ⅲ 新株予約権  12 0.0 29 0.0 16

Ⅳ 少数株主持分  410 1.1 465 1.2 54

 純資産合計  9,168 24.4 8,932 23.0 △235

 負債・純資産合計  37,635 100.0 38,813 100.0 1,178
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（２）連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日) 

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  47,147 100.0 52,903 100.0 5,756

Ⅱ 売上原価   

  完成工事原価  43,861 93.0 49,071 92.8 5,209

  完成工事総利益  3,285 7.0 3,832 7.2 546

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 2,529 5.4 2,749 5.2

営業利益  756 1.6 1,082 2.0 325

Ⅳ 営業外収益   

  受取利息・配当金  14 24  

  その他  83 98 0.2 47 72 0.1 △25

Ⅴ 営業外費用   

  支払利息  94 106  

  株式交付費償却額  110 114  

  その他  61 267 0.6 50 271 0.5 3

経常利益  587 1.2 883 1.6 296

Ⅵ 特別利益   

  固定資産売却益 ※2 57 0  

  投資有価証券売却益  37 8  

  その他  90 185 0.4 29 37 0.1 △147

Ⅶ 特別損失   

  投資有価証券売却損  96 0  

  投資有価証券評価損  174 18  

  貸倒損失  ― 379  

  その他  67 337 0.7 138 536 1.0 198

税金等調整前当期純利益   434 0.9  385 0.7

法人税、住民税 

及び事業税 
 546 239  

  法人税等調整額  △196 349 0.7 63 302 0.6 △46

少数株主利益  69 0.2 77 0.1 7

当期純利益  15 0.0 4 0.0 △10
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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６月１日 至 平成19年５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５月31日残高 
(百万円) 

3,062 2,806 933 △2 6,800

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,016 1,016  2,033

剰余金の配当 △92  △92

当期純利益 15  15

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) 

1,016 1,016 △76 △0 1,956

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 856 △2 8,757

 

 

評価・換算差額等 
新株 
予約権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 その他有価証

券評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年５月31日残高 
(百万円) 

22 △1 21 ― 17 6,839

連結会計年度中の変動額   

新株の発行   2,033

剰余金の配当   △92

当期純利益   15

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) 

△37 3 △33 12 393 372

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△37 3 △33 12 393 2,328

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

△14 2 △12 12 410 9,168
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当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５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５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 856 △2 8,757

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △134  △134

当期純利益 4  4

自己株式の取得 △131 △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

△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) 

― ― △130 △131 △262

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 726 △134 8,494

 

 

評価・換算差額等 
新株 
予約権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 その他有価証

券評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

△14 2 △12 12 410 9,168

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当   △134

当期純利益   4

自己株式の取得   △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

  △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) 

△40 △3 △44 16 54 26

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△40 △3 △44 16 54 △235

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

△54 △1 △56 29 465 8,932
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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６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益  434 385

  減価償却費  181 180

  のれん償却額  269 249

  株式交付費償却額  110 114

  有形固定資産除却損  27 18

  入会金等評価損  6 1

  固定資産売却益  △57 0

  投資有価証券売却益  △37 △8

  投資有価証券売却損  96 0

  投資有価証券評価損  174 18

  貸倒引当金の増加・減少(△)額  △76 213

  完成工事補償引当金の増加額  103 15

  賞与引当金の増加額  158 9

  工事損失引当金の増加・減少(△)額  △19 40

  退職給付引当金の減少(△)額  △53 △121

  受取利息及び受取配当金  △14 △24

  支払利息及び社債利息  94 106

  売上債権の増加(△)・減少額  127 △2,163

  たな卸資産の増加(△)額  △2,463 △377

  仕入債務の増加額  2,947 2,075

  未成工事受入金の減少(△)額  △164 △215

  未払消費税等の増加・減少(△)額  113 △170

  その他  58 53

   小計  2,019 398

  利息及び配当金の受取額  13 24

  利息の支払額  △99 △103

  差入保証金の支払額  △91 ―

  法人税等の支払額  △391 △577

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,451 △258
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前連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  定期預金の預入による支出  △1,265 △200

  定期預金の払戻しによる収入  200 200

  子会社株式の売却による収入  1,043 ―

  投資有価証券の売却による収入  132 58

  投資有価証券の取得による支出  ― △16

  有形固定資産の売却による収入  248 70

  有形固定資産の取得による支出  △422 △36

  無形固定資産の取得による支出  △16 △1

  貸付金の貸付  △2 ―

  貸付金の回収による収入  12 19

  保険積立金の解約等による収入  14 5

  保険積立金の支払額  △4 △11

  敷金の返還による収入  ― 195

  敷金の差入れによる支出  ― △28

  その他  68 3

   投資活動によるキャッシュ・フロー  9 257

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純減少(△)額  △857 △167

  長期借入れによる収入  1,668 650

  長期借入金の返済による支出  △1,017 △767

  社債の発行による収入  ― 587

  社債の償還による支出  △160 △160

  新株の発行による収入  2,033 ―

  少数株主からの払込による収入  61 ―

  自己株式の取得による支出  ― △131

  配当金の支払額  △92 △118

  少数株主への配当金の支払額  ― △16

  その他  △39 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,596 △124

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額  3,061 △127

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,694 7,756

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
  減少額 

 ― △10

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  7,756 7,618
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（５）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６月１日 
  至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
  至 平成20年５月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数  ７社 

 なお、当連結会計年度において、従来連

結子会社であった昭和機工株式会社及び

新昭和機工株式会社を吸収合併したこと

により２社減少しております。 

①連結子会社の数  ５社 

 なお、従来連結子会社であった機動ファ

イナンス株式会社及び有限会社Ｋキャピ

タルワンは、重要性の観点から、当連結会

計年度より連結の範囲から除外しており

ます。 

②主要な連結子会社名 

 「２．企業集団の状況」に記載している

ため省略しております。 

②主要な連結子会社名 

 同左 

 

③非連結子会社の数 ２社 

 非連結子会社２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

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。 

③非連結子会社の数 ４社 

 非連結子会社４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

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関連会社中央ピーエス株式会社は、当連

結会計年度において、保有株式の全部を売

却したため、持分法適用会社でなくなりま

した。 

――――― 

②非連結子会社２社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。

非連結子会社４社は、それぞれ当期純損

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 

 連結子会社のうち、日本建設株式会社の

決算日は２月28日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

 なお、他の連結子会社の決算日について

は、すべて連結決算日と同一であります。

 連結子会社のうち、日本建設株式会社の

決算日は２月末日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

 なお、他の連結子会社の決算日について

は、すべて連結決算日と同一であります。
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 前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
  至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
  至 平成20年５月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有形固定資産 

本社ビルおよび平成10年４月１日以降

取得した建物(附属設備を除く)は定額法、

その他については定率法によっておりま

す。 

 

（会計処理の変更） 

    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日政令第83号))に

伴い、平成19年４月１日以降取得資産の

減価償却方法については、改正後の法人

税法に定める方法によっております。 

  なお、これによる連結損益に与える影

響はありません。 

 

主な耐用年数 

  建物・構築物 15年～38年 

 

 

 有形固定資産 

同左  

 

 

 

 

（追加情報） 

    連結子会社１社を除き、当連結会計年

度から法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間で均等償却する方法

によっております。 

  なお、この変更による連結損益に与え

る影響は軽微であります。 

 

主な耐用年数 

  建物・構築物 15年～38年 

 

(2) 重要な繰延資産の処理方法 

 

 

株式交付費 

 ３年で定額法により償却しております。

（表示方法の変更） 

 「新株予約権発行費」(101百万円)は、

当連結会計年度より当連結会計年度に発

生した増資に伴う「株式交付費」に含めて

表示しております。 

また「新株予約権発行費償却」(101百万

円)につきましては、当連結会計年度より

「株式交付費償却額」に含めて表示してお

ります。 

①株式交付費 

 同左 

――――― 

――――― ②社債発行費 

 社債の償還期間（３年から５年）で、定

額法により償却しております。 

 

 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成19年８月27日提出）における記載から重要な変更がないため、開

示を省略します。 
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（６）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

※１ 担保に供している資産 

   下記の資産は次の債務の担保に供しております。 

   担保差入資産 

※１ 担保に供している資産 

   下記の資産は次の債務の担保に供しております。 

   担保差入資産 

定期預金 280 百万円 

販売用不動産 1,997  

建物・構築物 877  

土地 3,921  

計 7,075  
 

販売用不動産 467 百万円 

建物・構築物 999  

土地 3,991  

計 5,459  
 

   債務の内訳 

長期借入金 355 百万円 

(１年以内返済予定 230 百万円を含む) 

短期借入金 900  

社債 340  

(１年以内償還予定 160 百万円を含む) 

計 1,595  
 

   債務の内訳 

長期借入金 757 百万円 

(１年以内返済予定 161 百万円を含む) 

短期借入金 1,100  

割引手形 50  

計 1,907  

   

   

２        ――――― 

 

※２ 期末満期手形の処理 

   期末満期手形の処理は、手形交換日をもって会計処理

いたしております。 

   従って当連結会計年度の末日は金融機関が休日のた

め、次の期末満期手形が期末残高に含まれております。

 

 受取手形 56 百万円 

 支払手形 212  
 

※３ 偶発債務 

  受取手形裏書譲渡高 388 百万円 
 

※３ 偶発債務 

  ①手形割引高 50 百万円 
 

   ②当社は、公正取引委員会による新潟市の発注工事に

関する排除勧告について同意審決を受けたことにと

もない、新潟市から損害賠償額（23百万円）の提示を

受けております。 

 

４        ――――― 

 

※４ 非連結子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） 10 百万円 
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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６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

 

従業員給料手当 754 百万円 

賞与引当金繰入額 44  

退職給付引当金繰入額 34  

貸倒引当金繰入額 23  

のれん償却額 269  

   

  

 研究開発費 

   一般管理費に含まれる研究開発費は、21百万円であり

ます。 

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 

土地・建物 57 百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

 

従業員給料手当 835 百万円 

賞与引当金繰入額 47  

退職給付引当金繰入額 56  

貸倒引当金繰入額 208  

のれん償却額 249  

   

 

 研究開発費 

   一般管理費に含まれる研究開発費は、34百万円であり

ます。 

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

   

車両 0 百万円 
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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６月１日 至 平成19年５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 

30,775,000 8,690,000 ― 39,465,000

自己株式 
普通株式 

10,955 934 ― 11,889

(注)１ 発行済株式の当期増加は、新株式の発行によるものであります。 

  ２ 自己株式の当期増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

(2)新株予約権等に関する事項 

 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年度

末残高 前連結会計
年度末 

当期増加 当期減少 
当連結会計 
年度末 

提出会社 
平成18年ストック・

オプションとしての

新株予約権 
― ― ― ― ― 12百万円

 

(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 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年８月18日 
定時株主総会 

普通株式 92百万円 ３円 平成18年５月31日 平成18年８月21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 配当原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年８月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 118百万円 ３円 平成19年５月31日 平成19年８月27日
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当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５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 

39,465,000 ― ― 39,465,000

自己株式 
普通株式 

11,889 1,300,300 ― 1,312,189

(注) 自己株式の当期増加は、取締役会決議に基づく取得（1,300,000株）及び、単元未満株式の買取（300株）によるものであり

ます。 

 

(2) 新株予約権等に関する事項 

 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年度

末残高 前連結会計
年度末 

当期増加 当期減少 
当連結会計 
年度末 

提出会社 
平成18年ストック・

オプションとしての

新株予約権 
― ― ― ― ― 29百万円

 

(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 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年８月24日 
定時株主総会 

普通株式 118百万円 ３円 平成19年５月31日 平成19年８月27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 

決議予定 株式の種類 配当原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成20年８月22日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 114百万円 ３円 平成20年５月31日 平成20年８月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５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 

 

       (平成19年５月31日現在) 

現金預金勘定 9,022 百万円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△1,265  

現金及び現金同等物 7,756  
 

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20年５月31日現在) 

現金預金勘定 8,884 百万円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△1,265  

現金及び現金同等物 7,618  
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(退職給付関係) 

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び日本建設株式会社は、確定給付型の制度として、

従業員に対する退職給与の100％に対し適格退職年金制度を、

株式会社機動技研は中小企業退職金共済制度をそれぞれ採用

しております。但し、当社について、平成18年11月30日付で

旧昭和機工株式会社と合併したことに伴い、当社に引き継が

れた旧昭和機工株式会社の従業員であった者については、経

過措置として制度統合までの間、旧昭和機工株式会社の退職

一時金制度を引き続き採用しております。また、その他の子

会社は短期間契約の従業員のため退職金制度は採用しており

ません。 

 

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従業員に対する退職給与の

100％に対し適格退職年金制度を、日本建設株式会社は従業員

に対する退職給与の100%に対し確定給付企業年金制度を、株

式会社機動技研は中小企業退職金共済制度をそれぞれ採用し

ております。また、その他の子会社は短期間契約の従業員の

ため退職金制度は採用しておりません。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △2,876 百万円 

年金資産 1,559  

未積立退職給付債務 △1,317  

未認識数理計算上の差異 △164  

退職給付引当金 △1,481  

(注) 旧昭和機工株式会社から引き継いだ退職一時金制度

は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し、自

己都合期末要支給額を退職給付債務と見なしておりま

す。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △2,791 百万円 

年金資産 1,434  

未積立退職給付債務 △1,357  

未認識数理計算上の差異 △3  

退職給付引当金 △1,360  

(注) 旧昭和機工株式会社から引き継いだ退職一時金制度

は、平成19年12月１日付をもって当社の退職金制度に統

合いたしました。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 133 百万円 

利息費用 58  

期待運用収益 △31  

数理計算上の差異の費
用処理額 

△2  

退職給付費用 157  

(注)１ 簡便法を採用している旧昭和機工株式会社から引

き継いだ退職一時金制度の退職給付費用は、勤務費用

に計上しております。 

  ２ 株式会社機動技研が採用している中小企業退職金

共済制度は、当連結会計年度に発生した要拠出額を勤

務費用に計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 136 百万円 

利息費用 57  

期待運用収益 △36  

数理計算上の差異の費
用処理額 

△9  

退職給付費用 147  

(注)１ 株式会社機動技研が採用している中小企業退職金

共済制度は、当連結会計年度に発生した要拠出額を勤

務費用に計上しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 
 （当社） 
退職給付見込額の 
期間配分法 

期間定額基準法  

割引率 2.0％  

期待運用収益率 2.5％  

数理計算上の差異の処
理年数 

７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

る定額法により発生した連結会計年度から償却することと

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 
 
 （当社） 
退職給付見込額の 
期間配分法 

期間定額基準法  

割引率 2.0％  

期待運用収益率 2.5％  

数理計算上の差異の処
理年数 

７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

る定額法により発生した連結会計年度から償却することと

しております。) 

（日本建設株式会社） 
退職給付見込額の 
期間配分法 

期間定額基準法  

割引率 2.0％  

期待運用収益率 2.0％  

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

る定額法により発生した連結会計年度の翌期から償却する

こととしております。) 

（日本建設株式会社） 
退職給付見込額の 
期間配分法 

期間定額基準法  

割引率 2.0％  

期待運用収益率 2.0％  

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

る定額法により発生した連結会計年度の翌期から償却する

こととしております。) 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５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 

繰延税金資産   

退職給付引当金 592 百万円 

有価証券評価損 70  

賞与引当金 58  

完成工事補償引当金 42  

繰越欠損金 114  

その他 136  

繰延税金資産小計 1,014  

評価性引当金 △33  

繰延税金資産合計 980  

   

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △204  

のれん償却額 △71  

その他 △14  

繰延税金負債合計 △290  

繰延税金資産の純額 690  
 

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 546 百万円 

貸倒引当金 74  

工事損失引当金 20  

賞与引当金 62  

完成工事補償引当金 48  

繰越欠損金 165  

その他 166  

繰延税金資産小計 1,083  

評価性引当金 △74  

繰延税金資産合計 1,009  

   

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △197  

のれん償却額 △142  

繰延税金負債合計 △339  

繰延税金資産の純額 669  
 

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 ％ 

 

交際費等損金不算入項目 17.5 ％ 

受取配当金益金不算入項目 △7.1 ％ 

住民税均等割額 7.2 ％ 

追徴税額 4.5 ％ 

評価性引当増減 7.8 ％ 

のれん償却 8.7 ％ 

その他 1.4 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 80.4 ％ 

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 ％ 

 

交際費等損金不算入項目 12.8 ％ 

受取配当金益金不算入項目 △2.0 ％ 

住民税均等割額 11.1 ％ 

評価性引当増減 10.6 ％ 

その他 5.8 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 78.7 ％ 
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(セグメント情報) 

【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６月１日 至 平成19年５月31日) 

当社及び連結子会社は建設事業、不動産事業及び金融・投資事業を行っております。 

 
建設事業 
(百万円) 

不動産事業
(百万円) 

金融・投資
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 

43,950 3,175 21 47,147 ― 47,147

(２)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 2 ― 2 (2) ―

計 43,950 3,177 21 47,150 (2) 47,147

営業費用 43,459 2,921 12 46,393 (2) 46,390

営業利益 491 256 8 756 ― 756

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

 

資産 34,814 2,051 11 36,878 757 37,635

減価償却費 155 20 ― 175 2 178

資本的支出 333 ― ― 333 ― 333

(注) １ 事業区分の方法 

事業の種類、性質の類似性等の観点から事業区分を行っております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

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：不動産の売買、仲介及び賃貸に関する事業 

金融・投資事業：金融・投資に関する事業 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産757 百万円の主なものは、長期投資資金（投資有価証券等）で

あります。 
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当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

当社及び連結子会社は建設事業、不動産事業及び金融・投資事業を行っております。 

 
建設事業 
(百万円) 

不動産事業
(百万円) 

金融・投資
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 

50,395 2,484 23 52,903 ― 52,903

(２)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 1 ― 1 (1) ―

計 50,395 2,486 23 52,905 (1) 52,903

営業費用 49,579 2,231 12 51,822 (1) 51,821

営業利益 816 255 10 1,082 ― 1,082

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

 

資産 34,460 3,729 10 38,200 613 38,813

減価償却費 160 18 ― 178 1 180

資本的支出 36 ― ― 36 ― 36

(注) １ 事業区分の方法 

事業の種類、性質の類似性等の観点から事業区分を行っております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

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：不動産の売買、仲介及び賃貸に関する事業 

金融・投資事業：金融（保険代理店業務含む）・投資に関する事業 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 613 百万円の主なものは、長期投資資金（投資有価証券等）で

あります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」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。 

当連結会計年度(平成19年６月１日から平成20年５月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」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。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで) 

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(平成19年６月１日から平成20年５月31日まで) 

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。 
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(共通支配下の企業結合等関係)  

前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称 機動建設工業株式会社 

事業の内容 建設業、不動産業 

②被結合企業 

名称 昭和機工株式会社 

事業の内容 建設機器開発、製造、賃貸、販売、修理 

③被結合企業 

名称 新昭和機工株式会社 

事業の内容 建設機器賃貸 

(2)企業結合の法的形式 

      当社を存続会社とする吸収合併方式であり、昭和機工株式会社及び新昭和機工株式会社は解散いたしまし

た。当社の全額出資子会社との合併であるため、本合併に際して新株式の発行及び合併交付金の支払いは行

っておりません。 

(3)結合後企業の名称 

  機動建設工業株式会社 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

①合併の目的 

      土木工事に係る機材等を保有する昭和機工株式会社及び新昭和機工株式会社を吸収合併することにより、

更に効率的なグループ経営の推進を図るものであります。 

    ②合併期日 

      平成18年11月30日 

２ 実施した会計処理の概要 

      当社が昭和機工株式会社及び新昭和機工株式会社より受け入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付さ

れた適正な帳簿価格により計上しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

該当事項ありません。 

 

（開示の省略） 

  リース取引、関連当事者との取引、有価証券、ストック・オプション等に関する注記については、決算短信に

おいて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。 

  なお、デリバティブ取引ついては、該当事項ありません。 
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(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

１株当たり純資産額               221.65円 １株当たり純資産額               221.17円 

１株当たり当期純利益               0.41円 １株当たり当期純利益               0.12円 

（注）１ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額 

(百万円) 9,168 8,932

純資産の部の合計額から 
控除する金額 

(百万円) 423 494

(うち新株予約権) (百万円) 12 29

(うち少数株主持分) (百万円) 410 465

普通株主に係る期末の純 
資産額 

(百万円) 8,744 8,438

１株当たり純資産額の算 
定に用いられた期末の普 
通株式の数 

(株) 39,453,111 38,152,811

 

３ 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６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当期純利益 (百万円) 15 4

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 15 4

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 37,334,254 38,796,083

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

平成17年８月26日定時株主総会決議 平成17年８月26日定時株主総会決議
ストックオプション ストックオプション 

 
（新株予約権） （新株予約権） 

普通株式  1,192,000 株 普通株式  1,136,000 株 
 
平成18年８月18日定時株主総会決議 平成18年８月18日定時株主総会決議
ストックオプション ストックオプション 
  
（新株予約権） （新株予約権） 
普通株式    304,000 株 普通株式    304,000 株 
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(重要な後発事象) 

 

(前連結会計年度) 

該当事項ありません。 

 

(当連結会計年度) 

平成 20 年４月 25 日開催の臨時株主総会において、株式移転により完全親会社となる「日本インテグラ

ンドホールディングス株式会社」を設立することを決議いたしました。 

よって、当社は、平成20年６月25日に上場廃止となり、平成20年７月１日をもって持株会社となる「日

本インテグランドホールディングス株式会社」が上場承認され、当社はその完全子会社となっております。 

また、平成20年７月１日の取締役会において、持株会社体制の更なる整備に向け、当社を分割会社とし、

「日本インテグランドホールディングス株式会社」を承継会社とする「吸収分割契約」の締結を行ってお

ります。 
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５．個別財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

  
第65期 

(平成19年５月31日) 

第66期 

(平成20年５月31日) 
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  3,079 2,973 

   受取手形  691 513 

   完成工事未収入金  1,715 1,801 

   未成工事支出金  733 262 

   販売用不動産  1,613 3,350 

   材料貯蔵品  2 1 

   前払費用  13 9 

   繰延税金資産  96 124 

   その他  192 211 

   貸倒引当金  △8 △10 

    流動資産合計  8,130 49.3 9,239 54.3 1,109

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

   建物  2,231 2,103  

    減価償却累計額  △1,198 1,033 △1,166 937 

   構築物  85 84  

    減価償却累計額  △57 28 △59 25 

   機械装置  3,179 3,103  

    減価償却累計額  △2,916 262 △2,909 194 

   車両運搬具  117 103  

    減価償却累計額  △109 7 △97 5 

   工具器具・備品  1,458 1,397  

    減価償却累計額  △1,328 129 △1,296 101 

   土地  4,203 4,181 

    有形固定資産合計  5,665 34.3 5,444 32.0 △220
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第65期 

(平成19年５月31日) 

第66期 

(平成20年５月31日) 
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   

   特許権  1 1 

   ソフトウェア  0 0 

   電話加入権  21 21 

    無形固定資産合計  23 0.1 23 0.2 0

３ 投資その他の資産   

   投資有価証券  125 76 

   関係会社株式  2,096 2,056 

   出資金  3 3 

   従業員に対する 

   長期貸付金 
 1 0 

   関係会社に対する 

   長期貸付金 
 5 ― 

   更生債権等  33 86 

   差入保証金  205 ― 

   繰延税金資産  80 19 

   その他  55 84 

   貸倒引当金  △58 △63 

    投資その他の資産合計  2,548 15.5 2,265 13.3 △283

    固定資産合計  8,237 49.9 7,733 45.5 △503

Ⅲ 繰延資産   

    株式交付費  130 16 

    社債発行費  ― 11 

    繰延資産合計  130 0.8 28 0.2 △102

    資産合計  16,498 100.0 17,001 100.0 502
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第65期 

(平成19年５月31日) 

第66期 

(平成20年５月31日) 
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  1,729 1,890 

   工事未払金  1,165 1,318 

   短期借入金  2,050 1,882 

一年以内返済予定 

長期借入金 
 470 581 

一年以内償還予定社債  160 240 

   未払金  184 48 

   未払費用  3 3 

   未払法人税等  47 21 

   未成工事受入金  455 909 

   預り金  10 8 

   工事損失引当金  4 16 

   その他  124 138 

    流動負債合計  6,406 38.8 7,061 41.5 654

Ⅱ 固定負債   

   社債  180 540 

   長期借入金  825 595 

   退職給付引当金  355 319 

   その他  44 61 

    固定負債合計  1,404 8.5 1,516 8.9 111

    負債合計  7,811 47.3 8,577 50.4 765
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第65期 

(平成19年５月31日) 

第66期 

(平成20年５月31日) 
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  4,079 24.7 4,079 24.0

２ 資本剰余金   

(１) 資本準備金  3,217 3,217  

(２) その他資本剰余金  606 606  

資本剰余金合計  3,823 23.2 3,823 22.5

３ 利益剰余金   

その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金  302 290  

    繰越利益剰余金  468 334  

    利益剰余金合計  771 4.7 625 3.7

４ 自己株式  △2 △0.0 △134 △0.8

株主資本合計  8,671 8,394 △276

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  2 ― 

評価・換算差額等合計  2 0.0 ― ― △2

Ⅲ 新株予約権  12 0.1 29 0.2

 純資産合計  8,686 52.7 8,423 49.6 △262

 負債・純資産合計  16,498 100.0 17,001 100.0 502
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（２）損益計算書 

  

第65期 

(自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日) 

第66期 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日) 

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  13,179 100.0 13,374 100.0 194

Ⅱ 売上原価    

  完成工事原価  12,312 93.4 12,456 93.1 144

  完成工事総利益  867 6.6 918 6.9 50

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

  役員報酬  119 98  

  従業員給料手当  107 139  

  退職金  ― 0  

  退職給付引当金繰入額  3 0  

  株式報酬費用  12 16  

  法定福利費  23 25  

  福利厚生費  5 4  

  修繕維持費  0 1  

  事務用品費  14 11  

  通信交通費  37 26  

  動力用水光熱費  7 6  

  調査研究費  4 3  

  広告宣伝費  3 0  

  貸倒引当金繰入額  ― 1  

  交際費  5 6  

  寄付金  0 0  

  地代家賃  59 40  

  減価償却費  35 30  

  租税公課  41 36  

  保険料  4 4  

  雑費  102 591 4.5 106 561 4.2

営業利益  276 2.1 356 2.7 79
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第65期 

(自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日) 

第66期 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日) 

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  11 4  

  受取配当金  88 15  

  その他  39 138 1.0 40 60 0.4 △78

Ⅴ 営業外費用   

  支払利息  92 101  

  株式交付費償却額  110 114  

  その他  38 241 1.8 38 254 1.9 12

経常利益  173 1.3 162 1.2 △10

Ⅵ 特別利益   

  固定資産売却益  63 1  

  投資有価証券売却益  62 7  

  抱合せ株式消滅差益  177 ―  

  その他  9 312 2.3 1 11 0.1 △301

Ⅶ 特別損失   

  固定資産除却損  ― 17  

  投資有価証券売却損  82 ―  

  投資有価証券評価損  174 ―  

  貸倒引当金繰入額  ― 40  

  前期損益修正損  ― 18  

  関係会社株式評価損  ― 40  

  その他  26 282 2.1 15 132 1.0 △150

税引前当期純利益  203 1.5 41 0.3 △162

法人税、住民税 

及び事業税 
 57 34  

  法人税等調整額  △14 42 0.3 34 68 0.5 25

  当期純利益又は 

当期純損失（△） 
 160 1.2 △26 △0.2 △187
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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６月１日 至 平成19年５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 

その他利益剰余金 

固定資産 
圧縮積立金

繰越利益 
剰余金 

平成18年５月31日残高
(百万円) 

3,062 2,200 606 313 388 △2 6,569

事業年度中の変動額   

新株の発行 1,016 1,016  2,033

剰余金の配当  △92  △92

積立金の取崩し  △11 11  ―

当期純利益  160  160

自己株式の取得  △0 △0

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) 

1,016 1,016 ― △11 80 △0 2,101

平成19年５月31日残高
(百万円) 

4,079 3,217 606 302 468 △2 8,671

 

 

評価・換算差額等 

新株予約権
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５月31日残高 
(百万円) 

9 9 ― 6,578

事業年度中の変動額  

新株の発行  2,033

剰余金の配当  △92

積立金の取崩し  ―

当期純利益  160

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) 

△6 △6 12 5

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

△6 △6 12 2,107

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

2 2 12 8,686
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当事業年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５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 

その他利益剰余金 

固定資産 
圧縮積立金

繰越利益 
剰余金 

平成19年５月31日残高
(百万円) 

4,079 3,217 606 302 468 △2 8,671

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △118  △118

積立金の取崩し  △11 11  ―

当期純損失（△）  △26  △26

自己株式の取得  △131 △131

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) 

― ― ― △11 △133 △131 △276

平成20年５月31日残高
(百万円) 

4,079 3,217 606 290 334 △134 8,394

 

 

評価・換算差額等 

新株予約権
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５月31日残高 
(百万円) 

2 2 12 8,686

事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △118

積立金の取崩し  ―

当期純損失（△）  △26

自己株式の取得  △131

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) 

△2 △2 16 14

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

△2 △2 16 △262

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

― ― 29 8,423
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