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１．平成20年６月期の業績（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

(1）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６月期 6,902 △11.1 38 － 47 － 35 －

19年６月期 7,766 28.0 △356 － △343 － △522 －

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６月期 5 15 － － 1.3 1.2 0.6

19年６月期 △76 14 － － △18.8 △7.2 △4.6

（参考）持分法投資損益 20年６月期 －百万円 19年６月期 －百万円

(2）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６月期 4,129 2,713 65.7 395 50

19年６月期 4,746 2,764 58.2 403 03

（参考）自己資本 20年６月期 2,713百万円 19年６月期 2,764百万円

(3）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６月期 51 △11 △54 993

19年６月期 △174 △23 △54 1,008

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
純資産
配当率（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６月期 0 00 0 00 0 00 8 00 8 00 54 － 2.0

20年６月期 0 00 0 00 0 00 4 00 4 00 27 77.7 1.0

21年６月期（予想） 0 00 0 00 0 00 4 00 4 00 － 30.5 －

３．平成21年６月期の業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30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 2,822 △19.0 30 200.0 30 200.0 25 127.3 3 64

通期 6,400 △7.2 100 163.2 100 112.8 90 157.1 13 11

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）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６月期 6,860,000株 19年６月期 6,860,000株

②　期末自己株式数 20年６月期 －株 19年６月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の高騰が企業収益や個人消費を圧迫し、景気への不透

明感が強まってまいりました。一方建設業界におきましては、公共建設投資が引続き低調に推移する中で、改正建築

基準法や市場の低迷の影響で民事再生法の申請、倒産、自己破産するケースが増えており、ますます厳しさを増して

おります。このような状況のもとで、当社は、現場力の強化、経費削減を重点的に取組み競争力を高める努力をして

まいりました。

　この結果、当期の経営成績は、受注高6,277百万円（前年同期比9.4％増）、売上高6,902百万円（同11.1％減）、営

業利益38百万円（前期356百万円の営業損失）、経常利益47百万円（前期343百万円の経常損失）、当期純利益35百万

円（前期522百万円の当期純損失）の黒字回復を果たすことができました。

　次期の見通しにつきましては、引続き原材料の高騰を背景に様々な建設資材の価格が上昇するものと思われます。

また、建設業の倒産が高水準で推移しており工事代金の貸倒れのおそれがあり、当社を取り巻く経営環境は、大変厳

しい状況が予想されます。このような中で当社は、引続き現場力の強化、コスト削減及びリスク管理の徹底に邁進い

たします。

 

経営成績の推移は以下のとおりであります。

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月

 売上高営業利益率（％） 4.3 0.9 △3.4 △4.6 0.6

 売上高経常利益率（％） 4.2 1.1 △3.2 △4.4 0.7

 損益分岐点比率（％） 77.0 93.1 141.0 170.5 97.0

 

(2）財政状態に関する分析

　当期の財政状態は、流動資産は、524,019千円の減少、流動負債は、531,911千円の減少、固定資産は、92,940千円

の減少、固定負債は、33,357千円の減少となり、総資産は4,129,644千円となりました。

　主な要因は、完成工事未収入金の減少による流動資産の減少、工事未払金の減少による流動負債の減少、投資有価

証券の減少による固定資産の減少、役員退職慰労引当金の取崩しによる固定負債の減少です。これらの事によりキャッ

シュ・フローの状況は、以下のとおりとなりました。

　当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が、15,171千円減少し、期末残高は、993,676千円

となりました。

 （営業活動によるキャッシュフロー）

　営業活動の結果得られた資金は51,428千円（前期は174,155千円の使用）となりました。これは、主として営業利益

の計上によるものです。

（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11,904千円（前期は23,843千円の使用）となりました。これは、主として有形固定資産

を購入したためです。

（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54,695千円（前期は54,710千円の使用）となりました。これは、主として配当金の支払

によるものです。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、業績に応じた配分を基本として、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を

重要な経営方針の一つとして位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。当期の配当金に

つきましては、１株につき４円の配当を実施することに決定いたしました。次期の配当につきましては、今回同様４

円の配当を予想し、業績予想の必達に傾注してまいります。
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(4）事業等のリスク

　当社の事業遂行上において、経営業績、株価、財政状況等に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下に記載

したようなものが考えられます。当社はこれらのリスク発生の可能性を十分認識し、発生の回避には最大限の努力を

するとともに、発生した場合の対処については的確な対応策を講じる所存であります。

①業界の受注競争激化に伴うリスク

　政府の進める行政改革の影響で公共投資は依然として大幅な減少が予想され、公共工事の受注比率が高い当社に

とっては過当競争及び経営事項審査の総合評点が下がることにより指名ランクが下がり業績への懸念材料となる可

能性が予想されます。

②取引先の信用リスク

　建設工事は個々の取引における請負金額が多額であり、工事代金を受領する前に取引先が法的整理等に至った場

合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

③工事災害及び品質不良のリスク

　建設業においては、品質不良及び工事災害が発生した場合、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性があり、また

かし担保責任若しくは工事災害等により損害賠償の発生が懸念されます。

④建設資材の物価上昇によるリスク

　請負契約後において建設資材の高騰により業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤労働災害発生時のリスク

　建設現場においては安全管理面で万全を期しておりますが、万一重大な労働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。

⑥保有資産の時価相場による減損処理等のリスク

　不動産及び有価証券を事業を行う上で保有しておりますが、時価相場の変動によって業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 

２．企業集団の状況
 当社は関係会社がないため、記載すべき事項はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　建設業界は、公共工事の大幅減少に伴う受注競争の激化および昨今の資源高の影響による原価上昇で利益確保が厳

しい環境下にあります。その結果、当期には同業者における経営破綻の増加傾向が顕著になっております。当社にお

きましては、現況を直視し、会社をあげて収益回復に取組み、財政基盤および経営基盤の一層の強化を図ってまいり

ます。

 　　基本方針：「現場力の強化による三東の競争力の再構築」

 　　　※現場力の強化「現場力」＝「脱、事なかれ主義」+「主権在現」+「目で見る管理」

 　　①社是、社訓はない

 　　　物事は固定して考えてはならない。それがあると物事をあるがままに見られない。

 　　②現場を見てそして「やってみろ」

 　　　頭で考えて議論をこねくりまわさず、現実に正面からぶつかり考え、そして行動する。

 　　③常に変化しながら対応する

 　　　変化し続ける現実に対して、自分自身も常に変化しながら対応する。かつての体験で得た原理原則が、今の事例

 　　　にあてはまるとは限らない。

 　　に立ち返り、企業活動の全てに存在する現場力を強化し、企業の競争力をより高めていきます。

　当社は、人口・世帯数増加、工場増加が引続き見込める滋賀県地域と近隣商圏地域において、永年に亘り築き上げ

てきた当社の経験と実績に裏付けられた優位性を十分に発揮して営業展開していきます。

　一方で当社は、従来の公共工事主体の体制を脱皮するため、近年は一般建築工事受注の強化を図ってきております。

土木工事受注については、公共工事依存度を引き下げるべく、工場敷地内リニューアル土木工事の受注増加を図って

います。

　また、当社は、自然災害が少ない滋賀県でも近い将来起こるとされる大地震に対して、永年複雑な地盤が多い琵琶

湖周辺での土木工事を中心として実績を積み重ねてきました。このようなこれまでに培ってきた技術をもって現在、

耐震事業を展開中です。

　さらに、当社が重視しているＣＳＲ(企業の社会的責任）を果たすべく、地球環境の保全を図るため当社の技術を

活用し、環境事業として土壌汚染の浄化を推進中であり、さらに今後新たな技術開発に取り組んで参ります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は収益の回復を第一に考えており、売上高営業利益率、売上高経常利益率、損益分岐点比率の向上に取り組ん

でまいります。

 

(3）中期的な会社の経営戦略

　当社は激変する市場環境の流れのなかで難局を乗り越え、限られた市場の中における生存競争に勝ち抜くため、優

位性を活かした体制強化への取り組みはもちろん、市場に新たな建設価値の醸成を図り、強固な経営基盤を確立して

参ります。

①顧客にとって

　・お客様に高品質の商品を提供することにより、安心、安全、そして誇りを感じていただける企業になる。

　・お客様に高付加価値のある提案をすることにより、喜びと感動を与える企業になる。

②自社にとって

　・企業を構成する現場自らが問題を発見し、解決する。現場からの「否定」が当たり前のように上がってくる企業

風土になる。

　・本業に耐震・環境事業を含む領域で３億円以上の経常利益を上る企業になる。

③社員にとって

　・豊かな生活と雇用の保障を基盤として、社員が誇りを持って仕事に取り組める状態になる。

④株主にとって

　・優位性を活かした経営基盤を築き、株主の皆様への安定的な配当を継続し、業績に応じた利益還元を行う。

　これらのビジョンを全ての社員が共有し、確固たる経営基盤を築くべく、全力で取り組んでいきます。　　
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(4）会社の対処すべき課題

  当社は、激変する環境への迅速な対応が迫られている中で生き残るには、企業活動の全てに存在する現場力

の強化が必要と考え、執行役員制度の導入・定着化、経営幹部への若手登用を行うことにより経営基盤の改善を図っ

ていきます。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

1）管理体制の整備の状況

  当社では組織規程及び業務規程をはじめとする各種規程を整備しており、業務の能率的運営及び責任体制の確立を

図っております。当社全体の内部牽制機能の強化を担う組織としては、各部署より選出された内部監査チームによる

内部監査が実施されております。　　　

2）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　毎年７月に監査計画書及び監査実施スケジュールを作成し、監査を行っております。その際、指摘事項については

改善勧告を行い、改善策の徹底・各部門への水平展開・再発防止に努めております。　
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金預金   1,332,523   1,322,269  

２．受取手形 ※２  349,848   415,857  

３．完成工事未収入金   1,451,254   956,368  

４．有価証券   21,324   21,407  

５．販売用不動産   498,664   499,477  

６．材料貯蔵品   18,157   17,792  

７．前払費用   2,214   987  

８．立替金   63,219   18,895  

９．未収入金   18,089   1,757  

10．その他流動資産   35,477   14,940  

貸倒引当金   －   △3,000  

流動資産合計   3,790,773 79.9  3,266,754 79.1

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※１ 536,735   551,783   

減価償却累計額 ※３ 337,725 199,010  353,177 198,605  

２．構築物  52,712   52,712   

減価償却累計額  42,012 10,699  42,963 9,749  

３．機械装置  1,999,814   2,013,164   

減価償却累計額  1,856,086 143,728  1,877,932 135,231  

４．車両運搬具  79,120   47,206   

減価償却累計額  53,386 25,733  33,629 13,577  

５．工具器具・備品  121,516   126,548   

減価償却累計額  104,189 17,327  106,781 19,767  

６．土地 ※１  250,692   250,692  

７．建設仮勘定   3,335   3,335  

有形固定資産計   650,527 13.7  630,959 15.3

(2）無形固定資産        

１. 工業使用権　   11,000   5,000  

２．ソフトウェア   3,478   2,247  

３．電話加入権   2,796   2,796  

無形固定資産計   17,275 0.4  10,043 0.2
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   239,194   176,189  

２．出資金   1,050   1,050  

３．長期貸付金   35,189   30,667  

４．破産債権、更生債権等   21,834   29,702  

５．長期前払費用   3,143   1,680  

６．会員権   36,310   36,302  

７．その他投資等   3,100   5,950  

貸倒引当金   △51,795   △59,654  

投資その他の資産計   288,027 6.1  221,887 5.4

固定資産合計   955,830 20.1  862,890 20.9

資産合計   4,746,603 100.0  4,129,644 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   295,990   273,680  

２．工事未払金   1,330,266   845,039  

３．未払金   11,048   2,383  

４．未払費用   20,332   11,050  

５．未払法人税等   6,311   6,401  

６．未払消費税等   －   33,029  

７．未成工事受入金   186,507   182,523  

８．預り金   13,434   13,827  

９．完成工事補償引当金   7,400   5,940  

10．工事損失引当金   34,497   －  

流動負債合計   1,905,787 40.2  1,373,876 33.3
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債        

１. 役員退職慰労引当金   10,812   －  

２．預り保証金   8,466   7,710  

３．預り敷金   25,000   25,000  

４．繰延税金負債   31,688   9,899  

固定負債合計   75,966 1.6  42,609 1.0

負債合計   1,981,754 41.8  1,416,485 34.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   849,500 17.9  849,500 20.6

２．資本剰余金        

　　 資本準備金  625,900   625,900   

　資本剰余金合計   625,900 13.2  625,900 15.2

３．利益剰余金        

（1）利益準備金  188,250   188,250   

（2）その他利益剰余金        

別途積立金  1,540,000   990,000   

繰越利益剰余金  △485,548   44,905   

　　利益剰余金合計   1,242,701 26.2  1,223,155 29.6

　　株主資本合計   2,718,101 57.3  2,698,555 65.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１.その他有価証券評価差額
金

  46,747 1.0  14,604 0.4

評価・換算差額等合計   46,747 1.0  14,604 0.4

純資産合計   2,764,849 58.2  2,713,159 65.7

　　負債・純資産合計   4,746,603 100.0  4,129,644 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

　　　完成工事高  7,388,681   6,902,817   

　　　不動産事業売上高  377,852 7,766,533 100.0 － 6,902,817 100.0

Ⅱ　売上原価        

　　　完成工事原価  7,335,762   6,558,560   

　　　不動産事業売上原価  364,087 7,699,849 99.1 － 6,558,560 95.0

売上総利益        

完成工事総利益  52,918   344,257   

不動産事業総利益  13,765 66,683 0.9 － 344,257 5.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

 1．役員報酬  39,350   31,306   

 2．従業員給料手当  132,060   100,551   

 3．役員退職慰労引当金繰入
額

 1,783   －   

 4．法定福利費  22,080   13,385   

 5．福利厚生費  5,107   7,930   

 6．修繕維持費  1,428   1,561   

 7．事務用品費  3,914   3,340   

 8．通信交通費  36,817   17,881   

 9．動力用水光熱費  2,051   2,256   

10．調査研究費 ※３ 6,737   20,962   

11. 広告宣伝費  1,401   1,596   

12．貸倒引当金繰入額  －   3,000   

13．交際費  3,641   6,361   

14．寄付金  1,889   507   

15．地代家賃  17,749   8,778   

16．減価償却費  12,054   12,871   

17．租税公課  18,369   15,591   

18．保険料  437   371   

19．雑費  116,678 423,553 5.5 57,197 305,452 4.4

営業利益又は営業損失
（△）

  △356,870 △4.6  38,804 0.6
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前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,512   4,421   

２．受取配当金  2,765   2,458   

３．受取賃貸料  21,204   9,784   

４．雑収入  4,348 29,831 0.4 7,583 24,247 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  14,301   14,252   

２．支払保証料  1,990 16,291 0.2 1,160 15,412 0.2

経常利益又は経常損失
（△）

  △343,330 △4.4  47,639 0.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  878   389   

２．完成工事補償引当金戻入
益

 3,739   1,460   

３．固定資産売却益 ※２ 1,796   597   

４．役員退職慰労引当金戻入
益

 －   10,812   

５．不動産取得税還付金  －   3,967   

６．破産債権配当金  44,037 50,451 0.6 － 17,226 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産処分損 ※１ 162   1,106   

２. 投資有価証券評価損  －   9,991   

３. 貸倒引当金繰入額　  － 162 0.0 10,098 21,197 0.3

税引前当期純利益又は税引前

当期純損失（△）
  △293,041 △3.8  43,668 0.7

法人税、住民税及び事業
税

 8,964   8,335   

法人税等調整額  220,335 229,299 2.9 － 8,335 0.1

当期純利益又は当期純損
失（△）

  △522,342 △6.7  35,333 0.6
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  952,766 13.0 786,736 12.0

Ⅱ　労務費  337,547 4.6 305,760 4.7

Ⅲ　外注費  4,875,835 66.5 4,373,283 66.7

Ⅳ　経費  1,169,612 15.9 1,092,779 16.6

（うち人件費）  (426,096) (5.8) (393,444) (6.0)

計  

7,335,762 100.0 6,558,560 100.0

  

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年6月30日残高(千円） 849,500 625,900 625,900 188,250 1,540,000 91,673 1,819,923 3,295,323

事業年度中の変動額

剰余金の配当(千円) － － － － － △54,880 △54,880 △54,880

当期純損失（△）(千円) － － － － － △522,342 △522,342 △522,342

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

(千円)

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

(千円)
－ － － － － △577,222 △577,222 △577,222

平成19年6月30日残高(千円) 849,500 625,900 625,900 188,250 1,540,000 △485,548 1,242,701 2,718,101

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6月30日残高(千円) 59,040 59,040 3,354,364

事業年度中の変動額

剰余金の配当(千円) － － △54,880

当期純損失（△）(千円) － － △522,342

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)

(千円)

△12,292 △12,292 △12,292

事業年度中の変動額合計

(千円)
△12,292 △12,292 △589,514

平成19年6月30日残高(千円) 46,747 46,747 2,764,849
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当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年6月30日残高(千円） 849,500 625,900 625,900 188,250 1,540,000 △485,548 1,242,701 2,718,101

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩（千円） － － － － △550,000 550,000 － －

剰余金の配当(千円) － － － － － △54,880 △54,880 △54,880

当期純利益（千円) － － － － － 35,333 35,333 35,333

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

(千円)

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

(千円)
－ － － － △550,000 530,453 △19,546 △19,546

平成20年6月30日残高(千円) 849,500 625,900 625,900 188,250 990,000 44,905 1,223,155 2,698,555

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6月30日残高(千円) 46,747 46,747 2,764,849

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩(千円) － － －

剰余金の配当(千円) － － △54,880

当期純利益(千円) － － 35,333

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)

(千円)

△32,143 △32,143 △32,143

事業年度中の変動額合計

(千円)
△32,143 △32,143 △51,690

平成20年6月30日残高(千円) 14,604 14,604 2,713,159
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

税引前当期純利益（△純損
失）

 △293,041 43,668

減価償却費  58,868 56,319

工事損失引当金の増加額（△
減少額）

 34,497 △34,497

役員退職慰労引当金の減少額  △9,736 △10,812

完成工事補償引当金の減少額  △5,800 △1,460

貸倒引当金の増加額（△減少
額）

 △1,467 10,859

受取利息及び受取配当金  △4,277 △6,879

支払利息  14,301 14,252

固定資産売却益  △1,796 △597

固定資産処分損  162 1,106

投資有価証券評価損  － 9,991

売上債権の減少額（△増加
額）

 △157,669 204,650

販売用不動産の増加額  △146,150 △813

材料貯蔵品の減少額  4,147 365

破産債権、更生債権等の減少
額（△増加額）

 360 △7,867

仕入債務の増加額（△減少
額）

 374,889 △283,309

未払金の減少額  △8,115 △8,849

未払消費税等の増加額（△減
少額）

 △12,800 33,029

未成工事受入金の増加額(△
減少額)

 △70,058 △3,983

その他の流動資産の減少額
（△増加額）

 151,627 286,781

その他の流動負債の増加額
(△減少額)

 △95,709 △233,871

その他  508 8

小計  △167,260 68,091
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前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  4,298 5,835

利息の支払額  △14,301 △14,252

法人税等の還付額（△支払
額）

 3,107 △8,245

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △174,155 51,428

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  △345,000 △350,000

定期預金の払戻による収入  345,000 345,000

有形固定資産の取得による支
出

 △36,637 △33,429

有形固定資産の売却による収
入

 6,380 5,163

無形固定資産の取得による支
出

 △500 △300

投資有価証券の取得による支
出

 － △919

貸付による支出  △2,000 －

貸付金の回収による収入  5,265 25,430

その他の固定資産の減少額
（△増加額）

 3,648 △2,850

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △23,843 △11,904

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入れによる収入  1,200,000 1,500,000

短期借入金の返済による支出  △1,200,000 △1,500,000

配当金の支払額  △54,710 △54,695

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △54,710 △54,695

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
(△減少額)

 △252,709 △15,171

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  1,261,557 1,008,848

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高  1,008,848 993,676
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法

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お

よび評価方法

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

　総平均法による原価法

材料貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法

　主な耐用年数

建　　物　　　７～50年

機械装置　　　２～７年

有形固定資産

同左

 無形固定資産

　 定額法　

　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

づいております。

無形固定資産

同左

４．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

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事に関するかし担保及びアフター

サービス等の費用に充てるため、当期の完

成工事高に対する将来の見積補償額に基づ

いて計上しております。

完成工事補償引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

 工事損失引当金

　受注工事等に係る将来の損失に備えるため、

当事業年度末手持ち工事等のうち損失の発生

が見込まれ、かつその金額を合理的に見積も

ることができる工事等について、損失見込額

を計上しております。

　（追加情報）

　低価格による非常に厳しい受注状況等建設

業界の環境の変化に伴い、受注採算管理の精

度を従来よりも向上させた結果、工事損失見

込額の重要性が増したため、将来発生が見込

まれる工事損失に備えるために引当金を計上

することといたしました。なお、この変更に

より、従来の方法と比較して営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失は34,237千円増加

しております。

工事損失引当金

────────

 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

  なお、当社は平成18年12月27日開催の取

締役会議により、役員退職慰労金制度を廃

止しております。

役員退職慰労引当金

────────

  

５．完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事進行基準に

よっております。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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って

おります。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

土地       95,183千円

建物      105,401千円

計      200,584千円

土地      95,183千円

建物      110,869千円

計     206,052千円

上記に対応する債務　　　　　　－　　千円　

※２　期末日が休日（金融機関の休業日）にあたる場合

の期末日満期手形

  期末日が休日（金融機関の休業日）につき期末日満

期手形を交換日に入出金の処理をする方法によってお

ります。当期末日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

 　　　　　　　　受取手形　　　4,248千円

上記に対応する債務　　　　　　　－　千円　

※３　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。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

※３　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。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※１　固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

除却損  

　車両運搬具 162千円

計       162千円

除却損  

　車両運搬具 1,106千円

計       1,106千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具  946千円

その他 850千円

計    1,796千円

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具 597千円

計       597千円

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費   6,737千円 一般管理費に含まれる研究開発費  20,962千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 6,860,000 － － 6,860,000

合計 6,860,000 － － 6,860,000

２.　配当に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年9月27日

定時株主総会
普通株式 54,880 8 平成18年6月30日 平成18年9月28日

　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　 次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年9月28日

定時株主総会
普通株式 54,880  利益剰余金 8 平成19年6月30日 平成19年9月29日
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当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 6,860,000 － － 6,860,000

合計 6,860,000 － － 6,860,000

２.　配当に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年9月27日

定時株主総会
普通株式 54,880 8 平成19年6月30日 平成19年9月28日

　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　 次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年9月26日

定時株主総会
普通株式 27,440  利益剰余金 4 平成20年6月30日 平成20年9月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と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６月30日現在） （平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定   1,332,523千円

有価証券勘定      21,324千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △345,000千円

現金及び現金同等物   1,008,848千円

現金及び預金勘定 1,322,269 千円

有価証券勘定  21,407 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △350,000 千円

現金及び現金同等物 993,676 千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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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

前事業年度（平成19年６月30日） 当事業年度（平成20年６月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 121,098 201,773 80,674 63,706 94,739 31,033

小計 121,098 201,773 80,674 63,706 94,739 31,033

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 13,650 11,411 △2,238 61,050 54,520 △6,529

小計 13,650 11,411 △2,238 61,050 54,520 △6,529

合計 134,748 213,184 78,436 124,756 149,260 24,503

　（注）　その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っておりま

す。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の

場合

前期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率にあるものについては、

減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２．時価評価されていない主な有価証券の内訳

 前事業年度（平成19年６月30日) 当事業年度（平成20年６月30日)

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

中期国債ファンド 11,301 11,346

フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,023 10,060

非上場株式 26,010 26,929

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

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、従業員退職金の一部（30％）について適格退職年金及び一時金制度を設け

ておりましたが、平成17年６月30日付で当該退職金制度を廃止しました。　

　また、これとは別に滋賀県建設業厚生年金基金（総合設立型）に加入しておりましたが、平成19年５月25日付

にて脱退しております。なお、当該厚生年金基金は、平成19年５月24日付にて、解散認可されております。

 　(注） 滋賀県建設業厚生年金基金の掛金拠出割合より算定した年金資産は以下のとおりです。

平成18年6月30日現在　　422,296千円

平成19年6月30日現在　　372,981千円

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

        該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

        該当事項はありません。

（企業結合等）

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

        該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

        該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額    19,755千円

繰越欠損金 280,686

ゴルフ会員権評価損 6,722

有姿除却 14,915

役員退職慰労引当金否認 4,368

投資有価証券評価損 14,737

工事損失引当金 13,936

減損損失 7,026

その他 16,194

繰延税金資産小計 378,344

評価性引当金 △378,344

繰延税金資産合計  　　 －     

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △31,688

繰延税金負債合計 △31,688

繰延税金資産(△負債)の純額  △31,688千円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 22,383千円

繰越欠損金 279,140

ゴルフ会員権評価損 6,722

有姿除却 14,915

投資有価証券評価損 8,729

過年度貸倒損失 8,633

その他 17,039

繰延税金資産小計 357,564

評価性引当金 △357,564

繰延税金資産合計  　　 －     

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △9,899

繰延税金負債合計 △9,899

繰延税金資産(△負債)の純額  △9,899千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との調整

 

　当期純損失を計上しておりますので、記載を省略してお　

　ります。

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

との調整

 

法定実効税率   40.4％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
6.7

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.8

住民税均等割等 16.0

評価性引当金の減少 △44.5

その他 0.1

法人税等の負担率 17.9   

  

（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　当社は関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　当社は関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

      役員及び個人主要株主等

属性 氏　名 住　所

資本金

または

出資金

職　業

議決権等の
被所有割合

 (％）

関係内容
取引の

内　容

取　引

金　額

(千円)

科　目

期　末

残　高

(千円)

役員の

兼任等

事業上

の関係

役員
及び
その
近親
者

奥村吉朗 滋賀県栗東市 － 当社監査役
直接

0.14
－ －

建築の請

負

宅地造成

の請負

37,432
完成工事

未収入金
－

 
役員
及び
その
近親
者

大西藤司 滋賀県甲賀市 － 当社取締役
直接

 1.97
－ －

建築の請

負
80,245

完成工事

未収入金
－

　　(注)　１.取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

　　　　　２.取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の取引先と同一であります。

　　　　　３.奥村吉朗氏に対する完成工事におけるかし担保期間は、５年間であります。

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

      　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額    403円  03銭

１株当たり当期純損失   76円  14銭

１株当たり純資産額 395円 50銭

１株当たり当期純利益  5円 15銭

　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、転換社債等潜在株式がないため記載しておりません。

同左

  

  

　（注）　１株当たり当期純利益又は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。

 
前事業年度

(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

当事業年度
(自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
△522,342 35,333

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）(千円）
△522,342 35,333

普通株式の期中平均株式数（株） 6,860,000 6,860,000

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 　　①その他の役員の異動

 　　　・新任取締役候補

 　　　　　取締役　大西　藤司（現　常勤監査役）

 　　　　　取締役　牧　　信行（現　執行役員経営管理部長）

 　　　　　取締役　藤本　俊巳（現　環境・技術開発室長）

 　　　

 　　　・新任監査役候補　　　

 　　　　（常勤）監査役　安東　昌熙（現　内部監査室長）

 　　　　　

　　　 ・退任予定監査役

 　　　　（常勤）監査役　大西　藤司（取締役就任予定）

 　　　　　

 　　　・退任取締役

 　　　　　取締役　吉島　茂一

 　　　　（注）退任取締役の吉島　茂一氏は、平成20年４月18日に逝去されました。

 　　②就任予定日

 　　　　　平成20年９月26日

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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