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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12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12月期 160,697 △12.9 △3,340 ― △4,479 ― △10,085 ―

19年12月期 184,411 2.3 4,936 11.9 4,599 △8.1 △280 ―

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12月期 △225.56 ― △29.0 △3.0 △2.1

19年12月期 △6.26 ― △0.7 3.0 2.7

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  △31百万円 19年12月期  91百万円

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12月期 144,599 32,688 20.3 656.79
19年12月期 157,985 42,569 25.4 898.23

（参考） 自己資本  20年12月期  29,327百万円 19年12月期  40,186百万円

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12月期 △10,667 △15,153 20,023 17,243
19年12月期 2,033 △3,372 9,254 22,534

2.  配当の状況 

※現時点では配当予想額は未定であります。  

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12月期 ― ― ― 9.00 9.00 402 ― 1.0
20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ― ― ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※当社及び当社グループは、本日発表いたしました「福田グループ事業構造改革に関するお知らせ」のとおり、当社子会社の再編等の事業再構築、当社及びグループ
企業の資産処分・整理再編に着手する予定であり、現時点では、業績及びその影響額を的確に予想することが困難であるため、２１年１２月期の連結業績予想（第２四
半期及び通期）を開示しておりません。連結業績予想（第２四半期及び通期）については、算定が可能となった時点（上半期中をめどと考えております）であらためて開示
させていただきます。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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） 

（注）詳細は、１７ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、４２ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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12月期 44,940,557株 19年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 20年12月期 287,063株 19年12月期 200,393株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12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12月期 99,291 △12.4 △3,184 ― △3,778 ― △7,531 ―

19年12月期 113,327 8.6 3,532 94.7 3,291 38.9 260 1.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年12月期 △168.40 ―

19年12月期 5.83 ―

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12月期 86,792 12,127 14.0 271.52
19年12月期 92,122 20,323 22.1 454.13

（参考） 自己資本 20年12月期  12,127百万円 19年12月期  20,323百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※当社は、本日発表いたしました「福田グループ事業構造改革に関するお知らせ」のとおり、当社子会社の再編等の事業再構築、当社及びグループ企業の資産処分・整
理再編に着手する予定であり、現時点では、業績及びその影響額を的確に予想することが困難であるため、２１年１２月期の業績予想（第２四半期及び通期）を開示して
おりません。業績予想（第２四半期及び通期）については、予想が可能となった時点（上半期中をめどと考えております）であらためて開示させていただきます。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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経済は、原油をはじめとした資材価格の高騰にはじまり、米国で発生した金融危機が

グローバルに拡大、さらには急激な円高によって輸出産業が大きな打撃を受けるなど深刻な景気後退を余儀なくされ

ました。

　建設業界におきましては、民間建設投資については改正建築基準法施行の影響はほぼ収束したものの、原材料価格

の高騰による建設コストの上昇や外資をはじめとした投資資金の引き揚げなどにより急激に減少し、公共建設投資に

ついても依然として縮小傾向が続く状況により、一層厳しい受注競争を強いられることとなりました。

　このような情勢のもと、当社グループは、急激な市場変化への対応と安定的な経営基盤の構築に向けた施策を実施

いたしております。土木事業においては、大幅な機構改革として市場環境に適合した事業規模に再編すべく早期退職

者募集を実施し、選別受注による採算性重視の経営を徹底してまいりました。また、建築事業においては、受注分野

の裾野拡大と資金立替工事の抑制により外部環境変化に強い安定的な経営基盤の確立を目指してまいりました。

　その結果、当期の連結業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、前期比12.9％減の1,606億円余となりました。利益面では、受注競争の激化や、資材価格の高騰などによ

る工事採算性の悪化等により、売上総利益は前期比38.6％減の104億円余、また、不動産分野の市況の影響から工事代

金債権等の回収可能性に鑑み営業債権に対して貸倒引当金35億円余を設定したため営業損失は33億円余（前年同期は

営業利益49億円余）となり、また、経常損失は44億円余（前年同期は経常利益45億円余）となりました。また、関係

会社株式の売却益72億円余を特別利益に計上しましたが、のれんの一時償却費32億円余、減損損失20億円余、従業員

特別退職加算金19億円余、匿名組合出資金の評価損18億円余、販売用不動産評価損11億円余などを計上した結果、当

期純損失100億円余（前年同期は純損失２億円余）となりました。

　また、当社単体の業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、前期比12.4％減の992億円余となりました。利益面では、前期のような大型不動産物件の売上げがなく、

当期の売上総利益は前期比39.3％減の51億円余となりました。営業利益段階では、急激な不動産市況の悪化から、工

事代金債権の貸倒引当金を一般管理費に繰り入れたため31億円余の損失、また、経常損失は37億円余の結果でありま

す。さらに、関係会社株式を売却したことなどによる貸倒引当金戻入益73億円を特別利益に計上いたしましたものの、

販売用不動産評価損、匿名組合出資評価損、関係会社株式評価損及び従業員の早期退職に伴う特別加算金などを特別

損失に計上した結果、当期純損失は75億円余となりました。

　当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は以下のとおりであります。

　［受注工事］ 　

㈱プレサンスコーポレーション エイジングコート千里丘新築工事

イオンモール㈱ イオンモール秋田　活性化（その２）工事

大手通中央東地区市街地再開発組

合
大手通中央東地区第一種市街地再開発事業施設建築物等建設工事

日本海水化工㈱ 上越市下荒浜地区敷地整備緑化計画工事

　［完成工事］

イオン㈱ イオン大曲ショッピングセンター新築工事

積水ハウス㈱ グランドメゾン学校町新築工事

㈲パシフィック・プロパティー

ズ・インベストメント
モラージュ柏増築工事

西日本高速道路㈱ 第二京阪道路小路トンネル工事

　なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。

(建設事業)

　売上高は前年同期比約8.2％減の1,422億円余となり、営業損失は30億円余（前年同期は営業利益16億円余）となり

ました。

(不動産事業)

　売上高は前年同期比約77.0％減の37億円余となり、営業損失は１千万円余（前年同期は営業利益24億円余）となり

ました。

(その他事業)

　売上高は前年同期比約9.1％減の180億円余となり、営業損失は５億円余（前年同期は営業利益11億円余）となりま

した。
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②次期の見通し

　今後のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速懸念や原油価格の高止まりによる石油

製品を中心とした物価上昇などといった不安定要素はあるものの、民間の設備投資や住宅投資を牽引役として、緩や

かな回復基調が続くものと予想されます。

　建設業界におきましては、民間建設投資は、改正建築基準法の施行に伴う混乱が終息し回復基調に向かうものと期

待されますが、公共建設投資は縮減傾向が継続するものと予想され、引き続き厳しい受注環境が続くものと思われま

す。

　連結及び個別の業績予想につきましては、２１年１２月期の連結及び個別業績予想（平成２１年１月１日～平成２

１年１２月３１日）に記載のとおり、現時点では、次期の業績を的確に予想することが困難であるため、予想が可能

となった時点であらためて公表させていただきます。

(2）財政状態に関する分析

　キャッシュ・フローにつきましては、工事及び不動産収支において支出超過となったため営業活動によるキャッ

シュ・フローが約106億円のマイナスとなり、また必要な有形固定資産や投資有価証券の取得により投資活動による

キャッシュ・フローは約151億円のマイナスとなっております。また建設事業の必要資金を確保するとともに、一部を

借入金等の返済に充当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは約200億円のプラス、有利子負債は、前期末に

比べ実質約81億円の増加となりました。

　また、第四銀行及びみずほ銀行をアレンジャーとして、９の金融機関と期間１年の協調融資枠（シンジケート方式

によるコミットメントライン）を150億円で更新設定しております。機動的な資金調達を確保し、資金効率を高め、有

利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりであります。

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率（％） 27.8 25.4 20.3

時価ベースの自己資本比率（％） 12.3 10.6 4.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 2,100.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 3.0 －

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／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

　①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。

　②営業キャッシュ・フロー及び利払いは、それぞれ連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フロー及び利息の支払額を使用しております。

　③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すべての負債を対象としてお

ります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、企業価値の向上と更なる事業展開を進めるとともに、健全なグループ経営基盤を維持するため、内部留保

の充実を図りながら、経営環境やグループ業績の動向を総合的に勘案して利益還元に努めていくことを基本方針とし

ております。

　しかしながら、当期の損失が拡大したことにより株主資本が大幅に減少したことや、今後の建設業界における経営

環境の状況を勘案し、将来の財務基盤を確保することを最優先とするため、誠に遺憾ではありますが無配とさせてい

ただきます。

　また、繰越利益剰余金の欠損補填のため、別途積立金８０億円を取り崩しいたします。

  なお、上記については、会社法４５９条第１項第３号の規程に基づき、平成２１年２月２６日開催の取締役会にて

決議いたしました。

　次期の配当につきましては、当社子会社の再編等の事業再構築、当社及びグループ企業の資産処分・整理再編に着

手する予定であり、現時点では、その影響額を的確に予想することが困難であるため、業績予想が可能となった時点

で、経営環境を勘案した上でご提案させていただきたいと考えており、現状では、未定といたします。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業を展開していく上で、主要なリスクと考えられ、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在に

おいて当社グループが判断し、記載しているものであり、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありま

せん。

① 建設投資の動向

　国及び地方公共団体の財政状態の変化により公共建設投資が減少した場合や、国内外の経済情勢の変化に伴い民間

建設投資が縮小した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 新規事業の展開

　当社グループは、建設投資事業分野の変化に対応する施策の一つとして、十分な検討を踏まえたうえで新規事業を

展開していますが、想定外の要因により事業が計画通りに進展しない場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。

③ 大型工事受注及び不動産事業の展開

　大型工事の予定利益率が悪化した場合や、不動産関連市場の急激な変化により事業が計画通りに進展しない場合に

は、全体の事業の売上総利益率及び営業活動に係るキャッシュ・フロー、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

④ 信用リスク

　取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となることにより、業績等に影響を及ぼす可能性

があります。

　また、一定の取引先や関係会社の不動産売買手付金及び借入金債務に対し債務保証を行っているため、万一これら

の取引先等に債務不履行が発生した場合は、保証債務を履行することにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 建設資材の価格変動

　建設工事のために調達している建設関連資材の大幅な価格変動が生じた場合は、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑥ 金融市場の変動

　金利水準及び株式市場に大幅な変動が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 労働災害

　当社グループの売上高の９割近くは建設事業であり、重大な労働災害を起こした場合は、関係諸官庁から行政処分

を受けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 法的規制等

　当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法、独占禁止法、

品質確保法、建設リサイクル法、産業廃棄物法等により法的な規制を受けております。これらの法律の改廃や新設、

適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、行政処分を受けることな

どにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 訴訟等

　係争中の事案や将来の訴訟等において、当社グループの主張や予測と相違する結果となった場合は、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社42社、関連会社８社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業等各事業に関連するサービスを幅広く展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業区

分と事業の種類別セグメントは同一であります。

建設事業 当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他25社、関連会社の創伸建設㈱他６社が建

設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。

不動産事業 当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田道路㈱他５社、関連会

社の㈱高建及び創伸建設㈱が不動産事業を行っております。

その他事業 子会社の福田道路㈱他13社、関連会社の創伸建設㈱他６社は建設工事関連資機材の賃貸や製造販売等を行っ

ており、当社はそれらの会社から建設工事に使用する資機材の仕入や賃借を行っております。また子会社

の㈱デザイン工房は福祉施設、㈱湯巡り万華郷は温浴施設を、それぞれ経営しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。 

 

そ の 他 事 業 

得      意      先 

当              社 

建  設  事  業 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ 福田リニューアル㈱ 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ アイギ建設㈱ 
※１ 神大建設㈱ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 

ジオテクサービス㈱ 
その他８社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱高建 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ 三立道路㈱ 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

不 動 産 事 業 

子会社 
※１ 福田道路 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ 福田不動産㈱ 

その他２社 
関連会社 
※２ ㈱高建 
※２ 創伸建設㈱ 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ ピーエスシー㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 
※１ ㈱デザイン工房 
※１ ㈱湯巡り万華郷 

ジオテクサービス㈱ 
その他13社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ ㈱高建 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

不
動
産
売
買

賃
貸 

不
動
産
売
買

賃
貸
・
仲
介 

不
動
産
賃
貸 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、建設事業とその関連事業を中心に事業活動を行う企業群を構成しており、「人と自然、社会と共

存できる環境づくり」を基本理念として、お客様の抱く夢やご要望の一つひとつにしっかりと向き合い、対応しきる

ことを使命と考えております。

  建設業界の官需分野は長期にわたる構造的な市場縮小の中にあり、ここ数年、不動産投資の活況を背景とした民需

に支えられてきましたが、昨年の世界的な金融危機に端を発した景気後退によって、経営環境は急激に悪化し、当社

と当社の主要な子会社であります福田道路株式会社は大幅に財務体質を悪化させるに至りました。　

　このような状況を打破するため、当社グループ全体の事業構造改革を実施することといたしました。事業構造改革

は、当社グループの整理統廃合を含めた再編を通じ、抜本的な財務基盤の建て直しを図るとともに、経営環境に対応

した「事業規模の適正化」を推進し、本業競争力の強化を推進するものです。これらの事業構造改革を強力かつ確実

に推進し、グループのガバナンス機能を強化する目的から、当社のマネジメント機能を、持株会社機能と事業会社機

能に明確に分離し、併せて、グループ各社の経営の結束力を強め、総合力を高めることによって受注機会を創出し、

業容の拡大を図ってまいります。

※なお、詳しくは、平成２１年２月２６日の当社ホームページ「福田グループ事業構造改革に関するお知らせ」をご参照ください。

  福田組単体としましては、「わが社は、誠実と創造をもって事にあたり建設を通じ社会に貢献します」を社是とし、

「挑戦する企業体質のもと、人間と環境を大切にし、感動的価値の創造を目指す」ことを経営理念に掲げ、顧客・株

主・取引先・従業員など、ステークホルダーの満足を第一とし、全社一丸となって取り組んでまいりました。社是・

経営理念に掲げる「誠実」と「感動的価値の創造」を競争力の源泉として、施工後には目に触れることのない躯体工

事においても、短期的な損得勘定を抜きにして、お客様との約束を誠実に守っていくというＤＮＡが連綿として受け

継がれております。このＤＮＡをブラッシュアップし続けていくことこそが競争力を維持する大きな武器と考えてお

ります。

　今般の事業構造改革と（２）「中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載いたします具体的な施策を

実行することによって、当社及びグループ各社の本業の競争力強化に向けた事業基盤を整備し、建設市場動向に左右

されない強靭な経営体質をもって、能動的かつ積極的な営業活動を展開し、成長軌道に向け邁進する所存であります。

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社は「市場環境に適合した事業規模の見直し」と「人員規模の適正化」を柱とした「中期経営計画」（最終年度

平成２３年）を策定し、平成２０年６月２０日に公表いたしました。しかしながら、その後の世界的な金融危機に端

を発する景気後退をうけ、建設業界を取り巻く市場環境は大幅かつ急速に悪化したため、本業競争力の強化を図りつ

つ、市場環境に適した事業規模に再構築するため「中期経営計画」の見直しを進めてまいりました。

① 土木事業

　公共工事においては、一般競争入札方式や総合評価方式の拡大、地域要件の強化や見直しなど制度的な過渡期にあ

りますが、選別受注の徹底や総合評価方式への対応力強化を図ってまいりました結果、土木事業につきましてはすで

に公表しております「中期経営計画」よりも受注高及び粗利益率が大幅に改善されており、計画を上方修正します。

　事業規模の見直しによる人員不足は、機動力ある人員配置、外部資源の活用、地域と工種の選択と集中、パートナー

企業群との関係を強化することにより、一人当たりの付加価値生産性を向上してまいる所存であります。民間分野に

おいては、汚染土壌対策の総合パッケージ商品の受注実績を生かした企画提案営業や、ＭＭＢ（マルチ・ミキシング・

バケット）工法による地盤改良分野など、新規市場の開拓を推進いたします。
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② 建築事業

　当社の建築事業は、従来売上高７００億円規模を確保してまいりましたが、大型ショッピングセンター建築市場の

縮小を見込み、売上高を６００億円に縮小した「中期経営計画」を公表いたしました。しかしながら、その後の大幅

な景気後退により市場環境は急速に悪化しており、金融機関の企業に対する貸付姿勢が慎重になった影響を受け、受

注環境は不透明感を増しております。

　このような状況に対応するため、審査部を中心としたリスク管理をより一層徹底するとともに、資金立替が発生す

る工事の受注抑制を進めるため、当面、さらに１００億円程度の規模縮小が妥当と考え、売上高５００億円でも利益

の出せる体制に向け、すでに見直しを実施しております。

　建築事業の裾野を拡大するための一つの戦略として、アウトフレーム構法による耐震補強技術の活用を考えており

ます。アウトフレーム構法は躯体内部の空間を維持し、かつ「居ながら施工」を可能とする難易度の高い技術ですが、

これまでの施工実績を生かし、今後、学校や病院、工場などをターゲットに技術営業を積極的に展開する所存です。

また、日本経済の産業構造の再編プロセスにおいて、建物の用途変更を行うコンバージョン市場は今後の有望な成長

分野と目されることから、産業動向を先取りした企画提案営業を強力に推進いたします。他方、今後期待される将来

に向けた社会基盤整備に向けた官公庁工事へも鋭意注力してまいります。

③ 不動産事業（開発事業）

　当社が得意としてきました不動産の流動化手法を活用した大型商業施設・物流施設・共同住宅の開発・業務代行方

式を含む宅地開発などの分野では、今般の金融危機により、投資ファンドを中心とする投下資金が不動産流動化市場

において激減し、出口戦略を構築できなくなるほどの影響が出ております。このような状況下においては、不動産開

発事業の新規物件を行うことはリスクが大きすぎると判断し、「中期経営計画」を大幅に修正し、新規物件への活動

を当面取り止めます。また、既に取り組み中の案件につきましては、個別にリスクを再検討し、中止・撤退をも視野

に入れ、事業の見直しを行った上で、財務体質の健全化を期して、早期売却を推進してまいります。

④ フクダ・プロダクション・システム（ＦＰＳ）の推進強化

　当社は、平成１４年からトヨタ生産システムを原点とするカイゼンを中心としたコスト削減活動「フクダ・プロダ

クション・システム（FPS）」に注力しております。現場における材工分離と標準的作業の仕組みを順次拡大し、工期

の短縮やコスト削減・安定的な品質の確保など一定の成果を得ており、お客様から高い評価をいただいております。

　土木・建築のそれぞれの事業特性に応じたカイゼンを着実に推し進めるため、従来本社機能として組織されてきた

「FPS推進室」を土木・建築の両事業部に分離・移管し、さらなるコストダウンを図ってまいります。

⑤ 人事・組織体制

　権限と責任を明確にし、改革のスピードを上げることを目的とする土木事業部・建築事業部・開発事業部の３事業

部制への転換、及び組織転換に伴う管理部のオペレーション機能の各事業部への移管など、新組織体制への移行を実

施いたしました。一方、昨年実施いたしました「特別早期退職優遇制度」は単なる人員規模の適正化のみを目的とし

たものではなく、世代交代と権限委譲による「人材育成」を強く意識したものであり、その後の新人事制度の導入検

討や問題提起型の社員研修の実施と合わせて、これまでの企業風土の旧弊の打破と社員のモチベーションの向上に大

きく寄与するものと確信しております。

⑥ 役員退職慰労金制度の廃止　

　当社及びグループ会社は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職金等に関

する監査上の取扱い」をうけ、平成２０年度より役員退職慰労金を引当金での計上可能な制度として導入いたしまし

た。しかしながら当社及び当社の主要な子会社であります福田道路株式会社は経営成績の著しい悪化をうけ、役員退

職慰労金制度を廃止いたします。尚、当制度で既に引き当てました過年度分につきましてはその全額を取り崩すとと

もに、支給を実施いたしません。加えて、当社及び福田道路株式会社を除くグループ会社につきましては、制度廃止

を考慮しながら順次見直してまいります。
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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12月31日)
当連結会計年度

(平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

現金預金   22,775   17,434  

受取手形・
完成工事未収入金等

※２
※４

 53,959   47,240  

有価証券   20   20  

販売用不動産   6,226   5,450  

未成工事支出金等   14,870   15,585  

不動産事業支出金   5,483   8,136  

繰延税金資産   1,218   647  

その他   5,069   8,256  

貸倒引当金   △1,057   △5,532  

流動資産合計   108,565 68.7  97,241 67.2

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

建物・構築物 ※４  31,393   25,261  

機械・運搬具・
工具器具・備品

  18,201   15,479  

土地
※３
※４

 19,823   19,419  

建設仮勘定   183   17  

減価償却累計額   △33,536   △28,173  

有形固定資産合計   36,066   32,004  

２　無形固定資産        

 　　 のれん   212   ―  

その他   1,592   1,793  

無形固定資産合計   1,804   1,793  

３　投資その他の資産        

投資有価証券 ※１  7,061   9,524  

長期貸付金   1,451   1,529  

破産債権・更生債権等  861   1,363   

貸倒引当金  △857 4  △1,336 27  

繰延税金資産   1,663   515  

その他   2,736   2,297  

貸倒引当金   △1,367   △333  

投資その他の
資産合計

  11,549   13,560  

固定資産合計   49,419 31.3  47,357 32.8

資産合計   157,985 100  144,599 100
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前連結会計年度

(平成19年12月31日)
当連結会計年度

(平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

支払手形・工事未払金等 ※２  42,036   39,426  

短期借入金 ※４  36,379   44,787  

未払法人税等   1,362   197  

繰延税金負債   0   12  

未成工事受入金等   8,450   9,013  

賞与引当金   190   88  

修繕引当金   9   1  

完成工事補償引当金   218   137  

工事損失引当金   413   198  

偶発損失引当金　   ―   47  

賠償損失引当金   170   170  

その他   4,067   3,331  

流動負債合計   93,298 59.1  97,412 67.4

Ⅱ　固定負債        

長期借入金 ※４  6,333   6,058  

繰延税金負債   138   167  

再評価に係る
繰延税金負債

 ※３  1,968   1,949  

退職給付引当金   4,282   3,551  

役員退職慰労引当金　   ―   342  

保証債務損失引当金   56   116  

負ののれん　   ―   91  

会員預託金   6,845   ―  

長期未払金   240   ―  

その他 ※４  2,251   2,220  

固定負債合計   22,117 14.0  14,498 10.0

負債合計   115,415 73.1  111,911 77.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

資本金   5,158 3.3  5,158 3.6

資本剰余金   5,996 3.8  5,996 4.1

利益剰余金   31,577 20.0  20,644 14.3

自己株式   △102 △0.1  △115 △0.1

株主資本合計   42,629 27.0  31,684 21.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額
金

  463 0.3  113 0.1

土地再評価差額金 ※３  △2,906 △1.9  △2,470 △1.7

評価・換算差額等合計   △2,443 △1.6  △2,356 △1.6

Ⅲ　少数株主持分   2,383 1.5  3,360 2.3

純資産合計   42,569 26.9  32,688 22.6

負債純資産合計   157,985 100  144,599 100
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高        

完成工事高  151,897   142,180   

不動産事業売上高  16,162   3,640   

その他事業売上高  16,352 184,411 100 14,875 160,697 100

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価 ※１ 142,033   134,204   

不動産事業原価  11,879   2,752   

その他事業原価  13,540 167,453 90.8 13,327 150,285 93.5

売上総利益        

完成工事総利益  9,863   7,976   

不動産事業総利益  4,282   887   

その他事業総利益  2,811 16,957 9.2 1,547 10,412 6.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

 12,021 6.5  13,752 8.6

営業利益又は営業損失
(△)

  4,936 2.7  △3,340 △2.1

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  142   173   

受取配当金  78   61   

負ののれん償却額  ―   26   

持分法による投資利益  91   ―   

雑収入  245 557 0.3 467 728 0.5

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  660   888   

貸倒引当金繰入額  ―   357   

持分法による投資損失　  ―   31   

雑支出  233 893 0.5 590 1,868 1.2

経常利益又は経常損失
(△)

  4,599 2.5  △4,479 △2.8
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前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※４ 10   309   

投資有価証券売却益  17   7,294   

持分変動利益  108   ―   

その他  151 288 0.1 416 8,020 5.0

Ⅶ　特別損失        

前期損益修正損  13   8   

固定資産売却損 ※５ 17   53   

固定資産除却損 ※６ 101   348   

投資有価証券評価損  56   187   

販売用不動産評価損  471   1,140   

減損損失 ※７ 1,121   2,007   

のれん一時償却額　  ―   3,265   

従業員特別退職加算金　  ―   1,927   

匿名組合出資評価損　  ―   1,875   

貸倒引当金繰入額  1,002   96   

過年度役員退職慰労引当
金繰入額　

 ―   291   

保証債務損失引当金繰入
額 

 56   59   

その他  512 3,353 1.8 410 11,673 7.3

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△)

  1,534 0.8  △8,132 △5.1

法人税、住民税
及び事業税

 1,817   632   

法人税等調整額  △187 1,629 0.9 1,477 2,110 1.3

少数株主利益   184 0.1  △157 △0.1

当期純利益又は
当期純損失(△)

  △280 △0.2  △10,085 △6.3
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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19年１月１日　至　平成19年12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12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △402  △402

当期純損失   △280  △280

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分  △0  1 1

土地再評価差額金の取崩   2  2

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）
― △0 △680 △7 △687

平成19年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 31,577 △102 42,629

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △402

当期純損失     △280

自己株式の取得     △8

自己株式の処分     1

土地再評価差額金の取崩     2

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△255 △2 △258 △0 △258

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△255 △2 △258 △0 △946

平成19年12月31日残高

（百万円）
463 △2,906 △2,443 2,383 42,569
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当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12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12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 31,577 △102 42,629

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △402  △402

当期純損失   △10,085  △10,085

自己株式の取得    △27 △27

自己株式の処分  △8  14 6

自己株式処分差損の振替  7 △7  ―

土地再評価差額金の取崩   △436  △436

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）
― △0 △10,933 △12 △10,945

平成20年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 20,644 △115 31,684

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高

（百万円）
463 △2,906 △2,443 2,383 42,569

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △402

当期純損失     △10,085

自己株式の取得     △27

自己株式の処分     6

自己株式処分差損の振替     ―

土地再評価差額金の取崩     △436

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△349 436 86 977 1,064

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△349 436 86 977 △9,881

平成20年12月31日残高

（百万円）
113 △2,470 △2,356 3,360 32,688
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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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12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(△純損失)  1,534 △8,132

減価償却費  1,653 1,561

減損損失  1,121 2,007

のれん償却額  26 3,239

貸倒引当金の増加額  1,392 4,020

賞与引当金の減少額  △104 △94

退職給付引当金の減少額  △542 △705

工事損失引当金の増加額(△減少額)  116 △214

役員退職慰労引当金の増加額  ― 353

保証債務損失引当金の増加額  56 59

その他引当金の増加額  45 15

受取利息及び受取配当金  △220 △234

支払利息  660 888

有価証券・投資有価証券評価損  162 187

有価証券・投資有価証券売却益  △10 △7,281

匿名組合出資評価損  ― 1,875

持分変動利益  △108 ―

有形固定資産売却損益  △0 △273

持分法による投資損失(△投資利益)  △91 31

売上債権の減少額(△増加額)  △5,303 5,838

棚卸資産の減少額(△増加額)  1,505 △2,661

その他資産の減少額(△増加額)  484 △1,068

仕入債務の増加額(△減少額)  4,353 △2,942

未成工事受入金の増加額(△減少額)  △2,554 468

その他負債の減少額  △831 △5,606

その他  127 452

小計  3,471 △8,215

利息及び配当金の受取額  237 269

利息の支払額  △661 △954

法人税等の支払額  △1,013 △1,766

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,033 △10,667

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  △351 △327

定期預金の払戻による収入  336 360

有価証券の取得による支出  △100 ―

有価証券の売却による収入  100 0

有形固定資産の取得による支出  △2,493 △2,845

有形固定資産の売却による収入  42 936

無形固定資産の取得による支出  △1,162 △423

投資有価証券の取得による支出  △75 △3,924

投資有価証券の売却による収入  442 113

子会社株式の取得による支出  △396 △160

子会社株式の売却による収入  1 ―

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 

 △55 △3,840

短期貸付金の純増加額  △110 △1,752

長期貸付による支出  △118 △3,945

長期貸付金の回収による収入  314 4,000

その他投資活動による支出  △200 △4,198

その他投資活動による収入  454 851

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,372 △15,153

㈱福田組（1899）　平成20年12月期決算短信

15



  
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  10,380 7,460

長期借入れによる収入  6,650 17,430

長期借入金の返済による支出  △7,354 △4,432

少数株主の払込による収入  3 ―

自己株式の取得による支出  △11 △27

自己株式の売却による収入  1 6

配当金の支払額  △401 △400

少数株主への配当金の支払額  △12 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,254 20,023

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減少
額)

 7,915 △5,796

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  14,541 22,534

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物増加額

 78 505

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  22,534 17,243
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項   

(1) 連結子会社 23社　連結子会社名は、 「第2　企業集団

の状況」に記載のとおり。

　なお、㈱湯巡り万華郷は、株式の追加取

得に伴い子会社となったため、当連結会計

年度から連結の範囲に含めることとした。

21社　連結子会社名は、 「第2　企業集団

の状況」に記載のとおり。

　・連結子会社であった㈱阿賀高原開発は、

平成20年４月８日付でゴルフ事業を会社分

割して新設会社㈱ＡＧＡに承継した。その

結果、㈱ＡＧＡが子会社になったため連結

の範囲に含めることにした。

　・㈱阿賀高原開発については平成20年４

月９日付で同社子会社（連結子会社）であ

るジークライト㈱に吸収合併された。

　・当社は平成20年４月10日にジークライ

ト㈱の株式を売却し、子会社でなくなった

ため連結の範囲から除外した。

　・当社は平成20年８月20日に㈱ＡＧＡの

株式を売却し、子会社でなくなったため連

結の範囲から除外した。

　・当社は平成20年８月26日に㈲浦安温泉

物語の出資を取得し同社が子会社になった

ため連結範囲に含めている。

　・平成20年９月29日に当社は連結子会社

である㈱湯巡り万華郷の株式全てを連結子

会社の㈲浦安温泉物語に譲渡し、㈲浦安温

泉物語は、平成20年10月８日にその子会社

である㈱湯巡り万華郷に吸収合併された。

(2) 非連結子会社 主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

(3) 非連結子会社について、

連結の範囲から除いた

理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

　非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

２　持分法の適用に関する事

項

  

(1) 持分法適用会社 関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

関連会社４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

(2) 持分法非適用会社 持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社名

ジオテクサービス㈱

 持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

(3) 持分法を適用しない会

社について、その適用

しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外している。

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外している。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社である㈱湯巡り万華郷の決算

日は８月31日である。連結財務諸表作成に

当たっては連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用している。上記

以外の連結子会社の事業年度は、すべて連

結財務諸表提出会社と同じである。

　連結子会社の事業年度は、すべて連結財

務諸表提出会社と同じである。

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

 　 時価のないもの

同左

 デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

 たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

 未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

 不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

 その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原価法

その他棚卸資産

　貯蔵品…先入先出法による原価法。た

だし一部の連結子会社は最終仕入原価法。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法、生産高比

例法によっている。

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更している。 

　これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法によってい

る。

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度から、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産について、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっている。

この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失は132百万円、経常損失

及び税金等調整前当期純損失は、149百

万円それぞれ増加している。

なお、セグメント情報に与える影響額は、

セグメント情報の「事業の種類別セグメ

ント情報」の（注）５に記載している。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっている。

無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

　　連結財務諸表提出会社及び連結子会

　社のうち４社は、従業員の賞与支給に

　備えるため、支給見込額に基づき計上

　している。

賞与引当金

　　連結財務諸表提出会社及び連結子会

　社のうち３社は、従業員の賞与支給に

　備えるため、支給見込額に基づき計上

　している。

 修繕引当金

　連結財務諸表提出会社は、船舶の定期

整備に充てるため、定期整備にかかる費

用を修繕実績に応じて計上している。

修繕引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ため、当連結会計年度の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づき計上して

いる。

完成工事補償引当金

同左

 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。

工事損失引当金

同左

 賠償損失引当金 

　工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。

賠償損失引当金 

同左

 保証債務損失引当金

　　代位弁済に伴う損失の発生に備える

　ため、保証先の財政状態と担保物件の

　状況を勘案して計上している。 

保証債務損失引当金

同左 

 ─────── 偶発損失引当金　

　　将来発生する可能性のある偶発損失

　に備え、偶発事象毎に個別のリスク等

　を勘案し、損失発生の可能性が高いと

　認識でき、かつ、損失額を合理的に見

　積もることができる場合に当該見積額

　を計上している。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 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いる。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　数理計算上の差異は、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)による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとしている。

退職給付引当金

同左

 ───────

 

役員退職慰労引当金　

　役員（委任型執行役員を含む）の退職慰

労金の支給に備えるため、役員退職慰労金

支給内規に基づく期末要支給額を計上して

いる。

　（会計処理の変更）　

　役員退職慰労金は、従来、支出時の費用

として処理していたが、当連結会計年度よ

り「租税特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会　平成19年４月13日　監

査・保証実務委員会報告第42号）を適用し、

期末要支給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更している。

　この変更により、当連結会計年度発生額

52百万円は販売費及び一般管理費へ、持分

法適用会社分５百万円は営業外費用へ、過

年度分相当額291百万円は特別損失に計上

している。

　この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失は52百万円、経常損失は57

百万円、税金等調整前当期純損失は345百

万円それぞれ増加している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

セグメント情報の「事業の種類別セグメン

ト情報」の（注）６に記載している。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

(4) 完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は工事完成基準によっ

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、39,565百万円である。

　完成工事高の計上は工事完成基準によっ

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、44,742百万円である。

(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いる。

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いる。

また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。

① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ている。

③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満

たしていることをもって有効性の判定

に代えている。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(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

消費税等に相当する額の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額の

会計処理は、税抜方式によっている。

消費税等に相当する額の会計処理

同左

 連結納税

　連結子会社の㈱阿賀高原開発とジーク

ライト㈱は連結納税を採用している。

───────

 

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法によっている。

同左

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

５年間で均等償却している。

　のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間で均等償却している。

　ただし、資産性を考慮して減損処理して

いる。

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資からなる。

同左
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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12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

１※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は次のとおりである。

投資有価証券(株式)  2,816百万円 投資有価証券(株式) 2,765百万円

２　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

２　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

㈲浦安温泉物語 2,887百万円

㈱カイハツ 
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 719

新潟食品リサイクルセンター

㈱
613

新潟万代島ビルディング㈱ 405

医療法人桑名恵風会 204

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

タイフクダコーポレーション

リミテッド
19

計 5,260

㈱カイハツ 
(811)

 138百万円

ＦＫ商事㈱ 980

新潟食品リサイクルセンター

㈱
452

新潟万代島ビルディング㈱ 377

ホテル朱鷺メッセ㈱　 237

医療法人桑名恵風会 142

タイフクダコーポレーション

リミテッド
13

計 2,341

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コンベンション

ホテル㈱が商号変更したものである。

分譲マンションに係る手付金保証

４社    754百万円

分譲マンションに係る手付金保証

２社 640百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,296百万円

３　　　受取手形裏書譲渡高

1,250百万円

　　　　受取手形割引高

609百万円

４※２　当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

４※２　当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。

受取手形 201百万円

支払手形 64百万円

裏書手形 　 25百万円

受取手形 324百万円

支払手形 139百万円
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前連結会計年度
(平成19年12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

５※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

５※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

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３月

31日政令第119号)第２条第４号に定める路線価及

び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日　　平成12年12月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

    4,421百万円

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３月

31日政令第119号)第２条第４号に定める路線価及

び路線価のない土地は第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日　　平成12年12月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額

  4,275百万円

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金818百万円及

び短期借入金3,525百万円及び固定負債の「その

他」599百万円の担保に供している。

６※４　このうち下記の資産は、長期借入金1,047百万円

及び短期借入金3,478百万円及び固定負債の「そ

の他」564百万円の担保に供している。

受取手形   166百万円

建物 784

土地 4,205

計 5,156

建物 832百万円

土地 4,319

計 5,151
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額218百万円、修繕引当金繰入額9百万円、工事損

失引当金繰入額413百万円を含み、完成工事原価

及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額120百

万円、退職給付費用231百万円を含んでいる。

１※１　完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額137百万円、修繕引当金繰入額１百万円、工事

損失引当金繰入額198百万円を含み、完成工事原

価及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額62百

万円、退職給付費用462百万円を含んでいる。

２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。２※２　このうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

従業員給料手当 4,797百万円 従業員給料手当 3,908百万円

貸倒引当金繰入額 3,530百万円

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は119百万円である。

３※３　研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は100百万円である。

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

車輌運搬具 5百万円

機械装置 4

その他 0

計 10

土地 246百万円

建物 33

その他 28

計 309

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

機械装置  11百万円

建物 3

その他 2

計 17

建物 46百万円

土地 3

その他 3

計 53

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

建物   46百万円

無形固定資産 34

その他 20

計 101

建物 194百万円

構築物 108

その他 45

計 348
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前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

７※７　減損損失 ７※７　減損損失

　　　　当社グループは、以下の資産グループについて

　　　減損損失を計上した。 

　　　　当社グループは、以下の資産グループについて

　　　減損損失を計上した。 

用途 種類 場所
金額

(百万円)

福祉

施設

土地、

建物等
仙台市泉区 1,035

賃貸用

不動産

土地及

び建物
仙台市若林区 86

計 1,121

用途 種類 場所
金額

(百万円)

ゴルフ

場

土地、

建物等

新潟県東蒲原郡

阿賀町
725

福祉

施設

土地、

建物等
仙台市泉区 635

賃貸用

不動産

土地及

び建物
岐阜県岐阜市 591

遊休

不動産

土地、

建物等
新潟市中央区など4件 35

温浴

施設
車両等 千葉県浦安市 20

計 2,007

(経緯)

　福祉施設については、需要が好転せず、入居率の低迷

により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減損

し、当該減少額を減損損失として認識した。

　また、賃貸用不動産については、賃貸料水準の下落に伴

い収益性が低下したため、減損損失を認識した。

(経緯)

　ゴルフ場及び温浴施設については、価格競争激化に伴う

収益性の低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識した。

　福祉施設については、需要が好転せず、入居率の低迷に

より、資産グループの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認識した。

　賃貸用不動産については、賃貸料水準の下落に伴い収益

性が低下したため、減損損失を認識した。

　遊休不動産については、今後の利用計画もなく、地価も

下落しているため減損損失を認識した。

(主な種類ごとの金額の内訳) (主な種類ごとの金額の内訳)

建物・構築物 941百万円

土地 144

その他 35

計 1,121

建物・構築物    1,230百万円

土地 677

その他 99

計 2,007

(グルーピングの方法)

　福祉施設は、当該事業を行う施設を独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位、また、賃貸用不動産は、個々の物

件単位でグルーピングしている。

(グルーピングの方法)

　ゴルフ場、福祉施設及び温浴施設は当該事業を行う施設

を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位、また、賃

貸用不動産及び遊休不動産については、個々の物件単位で

グルーピングしている。

(回収可能価額の算定方法等)

　福祉施設については不動産鑑定評価基準、また、賃貸用

不動産については正味売却価額により算定している。

(回収可能価額の算定方法等)

　福祉施設及び賃貸用不動産については不動産鑑定評価基

準、また、ゴルフ場、遊休不動産及び温浴施設については

正味売却価額により算定している。
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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19年１月１日　至　平成19年12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 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式     

普通株式　 (注)　 184,168 18,648 2,423 200,393

合計 184,168 18,648 2,423 200,393

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,423株は、単元

　　 未満株式の買増し請求による減少である。 

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式  402  9 平成18年12月31日 平成19年３月30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）

配当金の原資
１株当たり配
当金（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式  402 利益剰余金  9 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12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 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式     

普通株式　 (注)　 200,393 117,619 30,949 287,063

合計 200,393 117,619 30,949 287,063

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加117,619株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少30,949株は、単

     元未満株式の買増し請求による減少である。 

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 402　 9　 平成19年12月31日 平成20年３月31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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係

(平成19年12月31日) (平成20年12月31日)

現金及び預金勘定 22,775百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △261

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 22,534

現金及び預金勘定 17,434百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △212

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 20

現金及び現金同等物 17,243

２  重要な非資金取引　

　　　当連結会計年度においてデット・エクイティ・ス

　　ワップ( 債務の株式化 )を実施している。

２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

　資産及び負債の主な内訳

　　㈲浦安温泉物語

　　短期借入金の減少額　　　　　　　　　200百万円

　　その他流動負債の減少額　　　　　　　620

    資本金の増加額　　　　　　　　　　　720

    資本準備金の増加額　　　　　　　　　100

流動資産 647百万円

固定資産 1,474

　資産合計 2,121

流動負債 45

　負債合計 45

 ３　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

　産及び負債の主な内訳

　　ジークライト㈱　（平成20年４月９日現在）

 流動資産 10,168百万円

固定資産 5,009

　資産合計 15,177

流動負債 2,845

固定負債 11,703

　負債合計 14,549

　　

　　㈱ＡＧＡ　（平成20年８月20日現在）

 流動資産 127百万円

固定資産　 48

　資産合計　 176

流動負債　 101

　負債合計 101
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（リース取引関係）

項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

①　リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械・
運搬具

411 255 155

工具器具
・備品

300 178 122

その他 132 83 48

合計 844 518 326

 
取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械・
運搬具

774 202 5 566

工具器具

・備品
266 179 8 78

その他 150 100 4 44

合計 1,191 482 18 690

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため支払利子込み法により

算定している。

同左

②　未経過リース料期末残高

相当額等

１年内 132百万円

１年超 194

計 326

１年内 209百万円

１年超 499

計 709

リース資産減損勘定残高　 18

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

③　支払リース料、減価償却

費相当額及び減損損失

  

支払リース料    172百万円       189百万円

減価償却費相当額 　　　172 189

減損損失 　　　― 18

④　減価償却費相当額の算定

方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっている。

同左

(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。

オペレーティングリース取引

未経過リース料 １年内   98百万円

１年超 359

計 457

１年内 103百万円

１年超 276

計 379
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（有価証券関係）

前連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年12月31日)

 
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

(1) 株式 1,257 2,073 815

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 147 191 43

小計 1,405 2,264 858

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 362 308 △53

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 330 297 △32

小計 693 606 △86

合計 2,098 2,871 772

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

218 17 2

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 1,228百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 42百万円

非上場の内国債券 74百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、56百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成19年12月31日)

種類
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

社債 ― 95 ― ―

その他 1 ― ― 7

その他 ― ― ― ―

合計 1 95 ― 7
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当連結会計年度

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日)

 
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

(1) 株式 1,065 1,415 349

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 10 10 0

小計 1,076 1,425 349

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

(1) 株式 540 417 △122

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 450 314 △136

小計 991 731 △259

合計 2,067 2,157 90

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年１月１日　至平成20年12月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

7 4 12

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年12月31日)

その他有価証券  

非上場株式 4,456百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 42百万円

非上場の内国債券 72百万円

非上場の外国債券 30百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、187百万円評価減している。

４　その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成20年12月31日)

種類
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券     

社債 30 65 ― ―

その他 0 ― ― 6

その他 ― ― ― ―

合計 30 65 ― 6
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

　主として連結財務諸表提出会社は、変動金利の長期借

入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ

取引を利用している。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

①　取引の内容及び利用目的等

同左 

(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

(2) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っている。

(3) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしていること

をもって有効性の判定に代えている。

②　取引に対する取組方針

　相場変動リスクに晒されている資産・負債に係るリス

クを回避する目的にのみ、デリバティブ取引を利用して

いる。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

　利用している金利スワップ取引については、市場金利

の変動によるリスクを有している。また、デリバティブ

取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、相

手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとん

どないと判断している。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引は各社の管理部門責任者の決済後、

管理部門が実行している。また、デリバティブ取引に係

るリスク管理は、管理部門内の相互牽制により行われて

おり、取引の状況は、管理担当役員に随時報告されてい

る。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。

当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項なし。 

当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

該当事項なし。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成19年12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  百万円

  固定資産減損損失 3,892 

たな卸資産評価損 2,041 

退職給付引当金 1,714 

貸倒引当金損金算入限度超過額 933 

繰越欠損金 876 

未実現利益 386 

減価償却超過額 178 

投資有価証券評価損 138 

賞与引当金 77 

その他 1,555 

繰延税金資産小計 11,793 

評価性引当額 △8,458 

繰延税金資産合計 3,334 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 321 

その他 131 

繰延税金負債合計 453 

繰延税金資産の純額 2,881 

   

繰延税金負債   

再評価差額金 1,968 

固定資産圧縮積立金 119 

その他 19 

繰延税金負債合計 2,107 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 995 

繰越欠損金 349 

その他 81 

繰延税金資産小計 1,427 

評価性引当額 △1,427 

繰延税金資産合計 0 

繰延税金負債の純額 2,107 

繰延税金資産  百万円

  固定資産減損損失 2,570 

　貸倒引当金損金算入限度超過額 2,445 

繰越欠損金 1,987 

たな卸資産評価損 1,040 

退職給付引当金 726 

減価償却超過額 270 

未実現利益 234 

役員退職慰労引当金　 86 

投資有価証券評価損 56 

賞与引当金 35 

その他 917 

繰延税金資産小計 10,370 

評価性引当額 △9,114 

繰延税金資産合計 1,256 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 11 

その他 81 

繰延税金負債合計 93 

繰延税金資産の純額 1,162 

   

繰延税金負債   

再評価差額金 1,949 

固定資産圧縮積立金 130 

その他有価証券評価差額金 75 

その他 38 

繰延税金負債合計 2,193 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 2,090 

繰越欠損金 2,076 

匿名組合出資の評価減 758 

退職給付引当金　 699 

たな卸資産中の補助金受入額 666 

貸倒引当金損金算入限度超過額 302 

役員退職慰労引当金　 53 

その他 800 

繰延税金資産小計 7,447 

評価性引当額 △7,382 

繰延税金資産合計 64 

繰延税金負債の純額 2,129 
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前連結会計年度
(平成19年12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

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

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 15.4 

永久に益金に算入されない項目 △6.3 

住民税均等割 5.8 

評価性引当額 52.8 

その他 △1.9 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
106.2 

法定実効税率 40.4％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税金等調整前当期純損失が

計上されているため記載していない。
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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19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
151,897 16,162 16,352 184,411 ― 184,411

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,049 82 3,451 6,584 (6,584) ―

計 154,946 16,244 19,804 190,995 (6,584) 184,411

営業費用 153,330 13,792 18,682 185,805 (6,329) 179,475

営業利益 1,616 2,452 1,122 5,190 (254) 4,936

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出
      

資産 89,682 36,833 21,450 147,967 10,018 157,985

減価償却費 591 361 709 1,662 (8) 1,653

減損損失 ― 87 1,090 1,178 (56) 1,121

資本的支出 385 2,365 346 3,097 (221) 2,876

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、福祉事業、廃棄物処理業

及び鉱産物の採堀、販売等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、経理

部に係る費用であり、その金額は175百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は18,106百万円である。
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当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

 
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(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
142,180 3,640 14,875 160,697 ― 160,697

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
35 102 3,133 3,271 (3,271) ―

計 142,216 3,743 18,009 163,968 (3,271) 160,697

営業費用 145,285 3,762 18,544 167,592 (3,555) 164,037

営業利益（又は営業損失） △3,068 △19 △535 △3,623 (△283) △3,340

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出
      

資産 83,979 31,772 14,613 130,366 14,233 144,599

減価償却費 571 513 487 1,572 (10) 1,561

減損損失 626 ― 1,380 2,007 ― 2,007

資本的支出 394 2,265 247 2,908 (1) 2,906

　（注) １　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、福祉事業、温浴施設関連

事業、廃棄物処理業及び鉱産物の採堀、販売等

なお、当社は平成20年４月10日にジークライト㈱の株式を売却し、同社が連結から除外に

なったため同日以降は、その他事業に廃棄物処理業及び鉱産物の採掘、販売等は含まれて

いない。

また、当社は平成20年８月21日に㈱ＡＧＡの株式を売却し、同社が連結から除外になった

ため同日以降は、その他事業にゴルフ施設関連事業は含まれていない。 

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、財務

部に係る費用であり、その金額は197百万円である。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は17,720百万円である。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。この変更により、営業費用について建設事

業59百万円、不動産事業56百万円、その他事業16百万円それぞれ増加し、営業損失が同額増加している。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計処理の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）を適用し、

連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。この変更により、営業

費用について建設事業42百万円、不動産事業１百万円、その他事業８百万円それぞれ増加し、営業損失が同

額増加している。
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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19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　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「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略して

いる。

当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

　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「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略して

いる。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略している。

当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略している。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(1) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

若松義人 ― ― 当社監査役

カルマン㈱

代表取締役

社長

― ― ― カルマン㈱

コンサル

ティング料

3 未払金

工事未払

金

0

0

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

 　　　 ２．若松義人氏は、平成19年３月29日開催の定時株主総会で当社監査役を退任しているため、各金額は、関連

　　　　　当事者であった期間及びその期間末の金額を記載している。　

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) カルマン㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― タックコン

サルタント

㈱

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

        2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) タックコンサルタント㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

福田　正 ― ― 当社名誉会

長

6.9 ― ― 報酬 7 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

砂田徹也 ― ― 当社監査役 ― ― ― 弁護士報酬 1 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

(2) 子会社等 

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ＦＫ商事㈱ 新潟市中

央区

30 建設資材販

売

（所有）

間接 100

2人 仕入先 債権放棄 97 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。
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当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

正村孝司 ― ― タックコン

サルタント

㈱

代表取締役

社長

― ― ― ― ― 投資有価

証券

　　　　2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 一般取引先と同様である。

(2) タックコンサルタント㈱との取引は、いわゆる第三者のための取引である。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

福田　正 ― ― 当社名誉会

長

6.9 ― ― 報酬 9 ― ―

　（注）　取引金額には消費税等は含まれていない。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を取得

している

会社等

弁護士法人

砂田徹也

法律事務所

新潟市中

央区

― 弁護士法人 ― ― 法律顧問

先

弁護士報酬 3 未払金 0

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２．当社監査役砂田徹也が代表を務めている。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

（共通支配下の取引等関係）

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、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事業の内容

①結合企業（吸収分割承継会社）

　名称：㈱リフレ

　事業の内容：土木建築工事の設計・施工・請負、建築物

及び施設の維持管理・運営の請負及び代行、不動産の売買・

仲介・賃貸など

②被結合企業（吸収分割会社）

　名称：㈱福田組

　事業の内容：建設工事の請負・企画・設計・監理、不動

産の売買・賃貸・仲介・管理、住宅の建設・販売及び土地

の造成・販売など

(2) 企業結合の法的形式

　分割会社の営業の一部を承継会社が承継する吸収分割

(3) 結合後の名称

　フクダハウジング㈱

(4) 取引の目的を含む取引の概要

　平成19年４月１日、当社は分社型吸収分割を行い、㈱リ

フレに戸建住宅事業部門のフクダハウジング事業部の権利

義務を承継させた。承継会社である㈱リフレのリフォーム

事業と分割対象のフクダハウジング事業部の住宅事業は、

相互に補完する関係にあり、この会社分割により、グルー

プにおける戸建住宅事業を集中して、当事業の発展・成長

と経営効率の飛躍的な向上を図ることを目的としている。 

　この会社分割により、意思決定の迅速化を図り、機動的

な市場開拓や商品開発を進め、併せてＦＰＳ（フクダ・プ

ロダクション・システム）の発展的継続により原価低減を

追及し、市場に価値あるサービスを提供することによって、

顧客満足の向上に努める。

　なお、 承継会社は、当社の完全子会社であるため、この

会社分割に際して普通株式１株を新たに発行し、当社へ

割当交付した。

２．実施した会計処理の概要

　本吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号　改正平成18年12

月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っ

ている。従って、この会計処理が連結財務諸表に与える影

響はない。また、本件分割による「のれん」の発生もない。

───────
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり純資産額      898.23円            656.79円

１株当たり当期純損失(△)   △6.26円  △225.56円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
― ―

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載していない。

 

１株当たり当期純損失算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純損失

    280百万円

１株当たり当期純損失算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純損失

       10,085百万円

 
普通株式に係る当期純損失

     280百万円

普通株式に係る当期純損失

        10,085百万円

 
普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。

 
普通株式の期中平均株式数

          44,748,378株

普通株式の期中平均株式数

                    44,713,571株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

（子会社の会社分割(新設分割)、合併及び異動並びに優先

株式の引き受け）

  当社は、平成20年2月28日開催の取締役会において、平成

20年4月8日（予定）を期して、後記Ⅰのとおり、子会社の

株式会社阿賀高原開発（現在、主にゴルフ事業を展開して

おり、廃棄物処理関連事業を運営する子会社のジークライ

ト株式会社を保有。）のゴルフ事業を会社分割して、新設

会社（以下、『株式会社ＡＧＡ（エージーエー）』）に承

継させることを決定した。

　また、同取締役会において、分割した後の株式会社阿賀

高原開発とその子会社であるジークライト株式会社につい

て、平成20年4月9日（予定）を期して、後記Ⅱのとおり、

ジークライト株式会社による株式会社阿賀高原開発の吸収

合併を実施することを決定した（存続会社『ジークライト

株式会社』の合併に伴う商号変更なし）。

　さらに当社は、同取締役会において、後記Ⅲのとおり、

合併後のジークライト株式会社の株式を、廃棄物に係る収

集運搬事業並びにリサイクル施設、中間処理施設及び安定

型最終処分場の運営をグループで展開するクリーンフォレ

スト株式会社の代表取締役を務める藤本和彦氏が、その取

得を目的として設立したゼニス株式会社へ譲渡することと

した。なお、藤本和彦氏は、ジークライト株式会社が所有

する日本最大級の管理型最終処分場をグループ会社化する

ことにより、廃棄物をワンストップで処理及び処分する企

業グループの構築を目指している。

　また、当社は、ジークライト株式会社が発行する優先株

式の引き受け及び藤本和彦氏と株主間契約を締結すること

により、ジークライト株式会社の運営に一定の関与を継続

することについても決定した。

Ⅰ．子会社の会社分割（新設分割）について 

１．会社分割の目的 

　当社は、他業種へ拡大している事業ポートフォリオを見

直し、建設業とその周辺事業に経営資源を集中し、さらな

る競争力の強化に努める方針である。阿賀高原開発グルー

プ（同社及び100％子会社のジークライト株式会社）は、現

在、ゴルフ事業及び廃棄物処理関連事業を行っているが、

両事業とも当社においては「ノンコア事業」であるとの判

断から、外部への譲渡を検討するに至った。  

───────
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　株式会社阿賀高原開発は、平成８年に「阿賀高原ゴルフ

倶楽部」をオープンして以来、あらゆる経営改善に取り組

んできたものの、客単価の低迷とゴルフプレー人口の減少

等を背景に、債務超過の状態から脱することができず、当

社及びグループ各社による人的・資金的な支援なくして営

業を継続することが困難な状況が続いていた。

　一方、当社グループの本業である建設業をとりまく経営

環境は極めて厳しく、このまま永続的に株式会社阿賀高原

開発への経営支援を続けることは難しいと判断し、同社の

ゴルフ事業を分割して新設会社（株式会社ＡＧＡ）へ承継

させたうえで、第三者売却等の経営権の譲渡を進めること

とした。

　第三者への譲渡等を円滑に進めるために債務超過を解消

するとともに、当社グループの社会的責任としてゴルフプ

レー会員に対する預託金の返済原資を確保する目的をもっ

て、預託金を含む債務同等額以上の金銭による増資を当社

が引き受けたうえで、会社分割を実施することとした。な

お、第三者への譲渡等が決定するまでの間、当社が一旦、

株式会社ＡＧＡの株式を取得するものである。

２．会社分割の要旨

 (1) 分割の日程

   分割計画書承認取締役会　 　 平成20年2月28日

   会社分割承認株主総会　      平成20年3月21日

   分割の効力発生日（新設会社設立登記日）

　　                           平成20年4月 8日(予定)

　(2) 分割方式

  　株式会社阿賀高原開発を分割会社とし、新設する株式

  会社ＡＧＡを承継会社とする新設分割である。

　(3) 株式の割当て

　　新たに設立される株式会社ＡＧＡは、分割に際して発

　行する普通株式100株を分割会社である株式会社阿賀高

  原開発に割当交付する。

　(4) 会計処理の概要

　　この会社分割により移転される資産及び負債について

　は、分割した後の株式会社阿賀高原開発と株式会社ＡＧ

　Ａの親子関係の継続が見込まれないため、移転前に付さ

　れた適正な時価等にて計上される。

　(5) 新設会社が承継する権利義務

　　ゴルフ事業に係る資産、負債、雇用契約その他の権利

　義務一切。

　(6) 債務履行の見込み

　　分割会社及び新設会社ともに、この会社分割前後の資

　産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務

　の履行の確実性には問題ないものと判断している。
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

３．分割当事会社の概要(分割会社は平成19年12月31日

　　　　　　　　　 　現在、新設会社は設立時の予定)
 

商号
㈱阿賀高原開発
(分割会社)

㈱ＡＧＡ
(承継会社)

① 事業
 　内容

ゴルフ事業等 ゴルフ事業

② 設立年
 　月日

昭和63年11月25日
平成20年4月8日(予
定)

③ 本店
 　所在地

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

④ 代表者 苅部　隆 苅部　隆

⑤ 資本金 81百万円 10百万円

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

1,635株(※１) 100株

⑦ 純資産 △314百万円 114百万円 

⑧ 総資産 14,043百万円 8,154百万円 

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

19名 19名 

⑪ 主要取
 　引先

㈱福田組、福田石材
㈱　等 

㈱福田組、福田石材
㈱　等

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

㈱福田組   51.7％ 
福田道路㈱ 16.8％ 

㈱阿賀高原開発
100％ 

⑬ 主要取
 　引銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…分割会社が新設会社の株式を100%
保有する。(※１)
人的関係…分割会社の取締役３名及び監査役
１名が新設会社の役員を兼務する。 
取引関係…分割の効力発生日以後、取引の予
定はない。
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　※１. この会社分割に先立って、当社は、株式会社阿賀

高原開発を100％子会社にし、さらに、同社の実質債務超過

を解消するとともに、阿賀高原ゴルフ倶楽部における会員

の預託金返済資金を確保する目的で、平成20年4月2日払込

期日（予定）とする91億円（予定）の増資を引き受ける予

定である。この結果、新株発行後の発行済株式総数は1,636

株となる予定である。なお、新設会社は分割後、株式会社

阿賀高原開発から当社へ譲渡される予定である。

４．分割する事業部門の内容

　①ゴルフ場の運営

　②ゴルフ練習場の運営

Ⅱ．子会社の合併について

１．合併の目的

　分割した後の株式会社阿賀高原開発は、子会社ジークラ

イト株式会社の全株式及び事業用資産を保有する会社とな

る予定である。また、両社の間には運営資金や設備投資資

金の金銭消費貸借関係もあることから、これらを統合して

両社を合併することが、経営効率を高めるためにも有効と

判断した。

　なお、合併に際しての許認可等にかかる事業継承の円滑

化を図るためには、ジークライト株式会社を存続会社とす

ることが絶対要件であり、平成20年２月28日開催の当社取

締役会及び各社取締役会において、平成20年4月9日（予定）

を期して、以下のとおり合併することを決定した。

２．合併の要旨

　(1) 合併の日程

    合併契約書承認取締役会     平成20年2月28日

　　合併契約締結　　　　　 　　平成20年2月28日

　　合併承認株主総会   　　　　平成20年3月21日

　　合併の効力発生日　　　　　 平成20年4月 9日(予定)

　(2) 合併方式等

　ジークライト株式会社による株式会社阿賀高原開発の吸

収合併である。この合併は子会社による100％親会社の吸収

合併であるため、ジークライト株式会社は、新株式の発行

に代えて、合併により株式会社阿賀高原開発から承継する

ジークライト株式会社の株式1,500株全部を合併新株の代用

として用い、当社に対して割当交付する。なお、合併交付

金の支払いは行わない。 
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

３．合併当事会社の概要（平成19年12月31日現在）  

商号
ジークライト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原開発
(被合併会社)

① 事業
 　内容

廃棄物処理事業 ゴルフ事業等

② 設立年
 　月日

昭和23年9月17日 昭和63年11月25日

③ 本店
 　所在地

山形県米沢市大字板
谷315番地

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

④ 代表者 苅部　隆(※１) 苅部　隆

⑤ 資本金 30百万円 81百万円

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

1,500株 1,635株(※２)

⑦ 純資産 1,439百万円 △314百万円

⑧ 総資産 6,866百万円 14,043百万円

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

54名 19名 

⑪ 主要取
 　引先

地方公共団体、広域
事業組合等
製造業を中心とした
民間企業

㈱福田組、福田石材
㈱　等

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

㈱阿賀高原開発
100％ 

㈱福田組   51.7％ 
福田道路㈱ 16.8％ 

⑬ 主要取
 　引銀行

山形銀行、きらやか
銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…被合併会社が合併会社の株式を
100%保有している。
人的関係…取締役１名（代表）及び監査役１
名が被合併会社と合併会社で兼務してい
る。 
取引関係…合併会社は事業用土地を被合併会
社より賃借している。また、金銭消費貸借契
約を締結し、合併会社は被合併会社より運転
資金等を借り入れている。
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20年2月29日開催の

ジークライト株式会社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会において、取締役で

ある加原友夫氏が代表取締役へ就任している。

　※２. 株式会社阿賀高原開発の発行済株式総数は、この

合併の前に、当社が引き受ける増資により1,636株となる予

定である。

４．合併後の合併会社の状況

　合併会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本

金及び決算期等はいずれも変更の予定はない。

 Ⅲ．子会社の異動及び優先株式の引き受けについて

１． 異動の理由

　廃棄物処理事業を営むジークライト株式会社は、国内屈

指の規模の管理型最終処分場を持ち、高い信用力を有して

おり、今後、同社の企業価値をより一層高めるには、多様

化する幅広いニーズにワンストップで応えられる機能を強

化するとともに、シナジー効果を発揮できる「総合環境ビ

ジネス事業」への業態転換が大きなキーワードになるもの

と認識している。

　一方、藤本和彦氏を代表取締役とするクリーンフォレス

ト株式会社を中心とした企業グループは、ベンチャー企業

ながらも収集運搬からリサイクル、中間処理、そして最終

処分までの一貫したビジネスモデルの構築を目指した事業

展開を積極的に推進している。さらに同グループは、コン

プライアンス経営に対する意識も高く、それらは当社及び

ジークライト株式会社の事業構想と基本方針に合致するこ

とから、関係者間で協議を重ねた結果、ジークライト株式

会社の普通株式を、藤本和彦氏がその取得を目的として設

立したゼニス株式会社へ譲渡することを、平成20年2月28日

開催の取締役会において決定するに至ったものである。

　なお、当社及びジークライト株式会社がこれまで培って

きた最終処分場事業のノウハウを生かし、関係自治体及び

取引先との良好な関係を維持するため、現経営陣が引き続

き経営にあたることとし、また、当社は、一定のガバナン

ス及びモニタリング機能を働かせる目的をもって、ジーク

ライト株式会社が発行する優先株式の引き受け等について

も以下のとおり決定した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．異動する子会社の概要（平成19年12月31日現在）

    (1) 商　　　号　　　ジークライト株式会社 

　　(2) 代　表　者　　　苅部　隆(※１) 

 　 (3) 本店所在地　　　山形県米沢市大字板谷315番地

　　(4) 設立年月日　　　昭和23年9月17日 

　　(5) 主な事業内容　　廃棄物処理事業 
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　　(6) 決　算　期　　　12月31日 

　　(7) 従業員数　　　　54人 

 　 (8) 主な事業所　　　山形県、東京都、新潟県

　　(9) 資　本　金　　　30百万円 

　　(10)発行済株式総数　1,500株 

　　(11)大株主構成　　　㈱阿賀高原開発　100％(※２) 

　　(12)直近事業年度における業績 

 平成19年12月期

売　上　高 　　　2,848百万円

営業利益 　　　  806

経常利益 　　　  663

当期純利益 　　　  373

総　資　産 　　　6,866

純　資　産 　　　1,439

  ※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20年2月29日開催の

ジークライト株式会社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会において、取締役で

ある加原友夫氏が代表取締役へ就任している。

　※２. 平成20年4月9日（予定）の合併の効力発生により、

当社がジークライト株式会社の100％親会社となる。

３．普通株式譲渡の概要

　　(1) 譲渡の相手先　　　　　　ゼニス株式会社

　　(2) 異動前の所有株式数　　　1,500株

　　(3) 譲渡株式数　　　　　　　1,500株

　　(4) 株式譲渡価額　　　　　　8,000百万円

　　(5) 異動後の所有株式数　　　　　0株

４．異動の日程

　　株式譲渡契約承認の取締役会　平成20年2月28日

　　株式譲渡契約締結　　　　　　平成20年2月28日

　　普通株式譲渡日　　　　　　  平成20年4月10日(予定)

５．業績に与える影響

　　本件により、平成20年12月期において当社連結業績で

　は、約55億円の特別利益を計上する見込みである。な

　お、セグメント業績に与える影響は軽微である。

６．優先株式の引き受けについて

　　(1) 株式の種類　　　ジークライト㈱第一種優先株式

　　(2) 募集株式の数　　3,250株

　　(3) 引受株式の数　　3,250株

　　(4) 払込金額の総額　合計3,250百万円

　　(5) 払込期日　　　　平成20年4月10日（予定）

　※なお、本件優先株式は取得請求権付優先株式であり、

株主間で別途定める取得請求が可能となる時期・条件にし

たがって取得がなされることとなるが、ジークライト株式

会社の将来の企業価値によっては償還が左右される可能性

がある。
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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12月31日)
当事業年度

(平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金預金   13,642   10,483  

受取手形 ※５  14,169   3,620  

完成工事未収入金   24,057   28,559  

不動産事業未収入金   6   89  

販売用不動産   2,518   2,153  

未成工事支出金   9,483   9,762  

不動産事業支出金   3,741   7,400  

材料貯蔵品   65   76  

短期貸付金   559   2,302  

前払費用   62   107  

繰延税金資産   392   551  

未収入金   3,681   3,965  

その他   320   674  

貸倒引当金   △671   △5,282  

流動資産合計   72,030 78.2  64,467 74.3

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

建物
※３
※４

8,213   7,641   

減価償却累計額  △5,088 3,124  △4,798 2,842  

構築物  391   378   

減価償却累計額  △297 94  △290 87  

機械装置  1,643   1,504   

減価償却累計額  △1,454 188  △1,371 132  

船舶  1,023   865   

減価償却累計額  △945 78  △808 57  

車輌運搬具  57   47   

減価償却累計額  △39 17  △35 11  

工具器具・備品 ※４ 477   470   

減価償却累計額  △427 49  △428 42  

土地
※１
※３

 7,867   7,743  

有形固定資産計   11,421   10,918  
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前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

２　無形固定資産        

その他   35   37  

無形固定資産計   35   37  

３　投資その他の資産        

投資有価証券   2,709   5,528  

関係会社株式   1,745   1,700  

長期貸付金   1,003   1,127  

従業員長期貸付金   89   96  

関係会社長期貸付金   7,814   4,405  

破産債権、更生債権等  643   798   

貸倒引当金  △643 0  △798 0  

長期未収入金 ※２  3,536   ―  

繰延税金資産   161   ―  

その他   1,100   697  

貸倒引当金   △9,525   △2,187  

投資その他の
資産計

  8,635   11,368  

固定資産合計   20,092 21.8  22,325 25.7

資産合計   92,122 100  86,792 100
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前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形 ※５  13,947   12,547  

工事未払金 ※２  13,907   13,799  

短期借入金 ※３  27,739   32,952  

未払金   606   884  

未払法人税等   905   67  

未払費用   7   7  

未成工事受入金   5,852   6,243  

不動産事業受入金   37   40  

預り金   956   783  

前受収益   0   0  

賞与引当金   118   71  

修繕引当金   9   1  

完成工事補償引当金   133   94  

工事損失引当金   350   137  

偶発損失引当金　   ―   47  

賠償損失引当金   170   170  

流動負債合計   64,742 70.3  67,848 78.2

Ⅱ　固定負債        

長期借入金   3,363   3,611  

繰延税金負債   ―   86  

再評価に係る繰延税金負債 ※１  1,208   1,191  

退職給付引当金   2,387   1,730  

役員退職慰労引当金　   ―   126  

その他   97   69  

固定負債合計   7,056 7.6  6,815 7.8

負債合計   71,799 77.9  74,664 86.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   5,158 5.6  5,158 5.9

２　資本剰余金        

資本準備金  5,996   5,996   

その他資本剰余金  0   ―   

資本剰余金合計   5,996 6.5  5,996 6.9

３　利益剰余金        

利益準備金  1,044   1,044   

その他利益剰余金        

固定資産圧縮積立金  17   16   

別途積立金  8,410   8,410   

繰越利益剰余金  869   △7,322   

利益剰余金合計   10,341 11.2  2,148 2.5

４　自己株式   △102 △0.1  △114 △0.1

株主資本合計   21,394 23.2  13,188 15.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金   351 0.4  110 0.1

２　土地再評価差額金 ※１  △1,421 △1.5  △1,171 △1.3

評価・換算差額等合計   △1,070 △1.1  △1,060 △1.2

純資産合計   20,323 22.1  12,127 14.0

負債純資産合計   92,122 100  86,792 100
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高        

完成工事高  99,085   98,065   

不動産事業売上高  14,241 113,327 100 1,225 99,291 100

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価  94,373   93,228   

不動産事業売上原価  10,539 104,912 92.6 953 94,181 94.9

売上総利益        

完成工事総利益  4,712   4,837   

不動産事業総利益  3,702 8,414 7.4 272 5,109 5.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

役員報酬  147   144   

従業員給与手当  1,959   1,386   

賞与引当金繰入額 ※２ 36   22   

退職金  278   29   

退職給付費用  66   112   

役員退職慰労引当金繰入
額　

 ―   16   

法定福利費  283   204   

福利厚生費  194   201   

修繕維持費  69   63   

事務用品費  130   110   

通信交通費  364   304   

動力用水光熱費  37   35   

調査研究費 ※３ 30   23   

広告宣伝費  38   35   

貸倒引当金繰入額  22   4,442   

交際費  206   127   

寄付金  8   3   

地代家賃  159   146   

減価償却費  95   104   

租税公課  114   71   

保険料  42   28   

支払手数料  97   252   

不動産事業販売費 ※４ 275   62   

雑費  220 4,882 4.3 363 8,294 8.3

営業利益又は営業損失
(△)

  3,532 3.1  △3,184 △3.2
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前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  106   130   

有価証券利息  0   0   

受取配当金 ※１ 270   270   

受取地代家賃  27   20   

預託金償還益 ※１　 ―   162   

雑収入  64 469 0.4 233 819 0.8

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  476   670   

貸倒引当金繰入額  45   334   

手形売却損　  ―   156   

雑支出  188 711 0.6 251 1,413 1.4

経常利益又は経常損失(△)   3,291 2.9  △3,778 △3.8

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※５ 2   43   

投資有価証券売却益　  4   1   

関係会社株式売却益　  ―   22   

貸倒引当金戻入益  ― 7 0.0 7,300 7,366 7.4

Ⅶ　特別損失        

固定資産除却損 ※６ 11   91   

固定資産売却損 ※７ 12   52   

貸倒引当金繰入額  1,000   ―   

販売用不動産評価損  361   1,038   

関係会社株式評価損  551   3,493   

匿名組合出資評価損　  ―   1,875   

関係会社株式売却損　  ―   1,901   

関係会社事業支援損  97   ―   

関係会社事業整理損  ―   30   

従業員特別退職加算金　  ―   1,927   

過年度役員退職慰労引当
金繰入額　

 ―   109   

偶発損失引当金繰入額　  ―   47   

違約金支払額  74   ―   

投資有価証券評価損  55   27   

投資有価証券売却損　  ―   5   

課徴金納付額  44   ―   

その他  83 2,291 2.0 ― 10,599 10.7

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△)

  1,007 0.9  △7,011 △7.1

法人税、住民税
及び事業税

 920   285   

法人税等調整額  △173 746 0.7 235 520 0.5

当期純利益又は当期純損
失(△)

  260 0.2  △7,531 △7.6
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮積立金の取崩      △0  0 ―  ―

剰余金の配当        △402 △402  △402

当期純利益        260 260  260

自己株式の取得          △8 △8

自己株式の処分   △0 △0      1 1

土地再評価差額金の取崩        2 2  2

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）
― ― △0 △0 ― △0 ― △138 △139 △7 △146

平成19年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 869 10,341 △102 21,394

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

剰余金の配当    △402

当期純利益    260

自己株式の取得    △8

自己株式の処分    1

土地再評価差額金の取崩  △2 △2 ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△141  △141 △141

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△141 △2 △143 △290

平成19年12月31日残高

（百万円）
351 △1,421 △1,070 20,323
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当事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12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

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 869 10,341 △102 21,394

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮積立金の取崩      △0  0 ―  ―

剰余金の配当        △402 △402  △402

当期純損失        △7,531 △7,531  △7,531

自己株式の取得          △27 △27

自己株式の処分   △8 △8      14 6

自己株式処分差損の振替　   7 7    △7 △7  ―

土地再評価差額金の取崩        △250 △250  △250

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）
― ― △0 △0 ― △0 ― △8,191 △8,192 △12 △8,205

平成20年12月31日残高

（百万円）
5,158 5,996 ― 5,996 1,044 16 8,410 △7,322 2,148 △114 13,188

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成19年12月31日残高

（百万円）
351 △1,421 △1,070 20,323

事業年度中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩    ―

剰余金の配当    △402

当期純損失    △7,531

自己株式の取得    △27

自己株式の処分    6

自己株式処分差損の振替　    ―

土地再評価差額金の取崩  250 250 ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△240  △240 △240

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△240 250 9 △8,195

平成20年12月31日残高

（百万円）
110 △1,171 △1,060 12,127
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

…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)

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　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ…時価法 デリバティブ…同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産…個別法による原価法

未成工事支出金…個別法による原価法

不動産事業支出金…個別法による原価法

材料貯蔵品…先入先出法による原価法

販売用不動産… 同左

未成工事支出金…同左

不動産事業支出金…同左

材料貯蔵品…同左

４　固定資産の減価償却の方

法

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してい

る。 

　これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

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(建物附属設備を除く)に

ついては定額法)によっている。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっている。 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産について、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっている。

　これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

 無形固定資産

定額法によっている。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっている。

無形固定資産

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため支給見

込額に基づき計上している。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 修繕引当金

　船舶の定期整備に充てるためのもので、

定期整備にかかる費用を修繕実績に応じ

て繰入れている。

(3) 修繕引当金

同左
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項目
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 (4) 完成工事補償引当金

　完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ためのもので当期の完成工事高に対する

将来の見積補償額に基づき計上している。

(4) 完成工事補償引当金

同左

 (5) 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。

(5) 工事損失引当金

　同左

 (6) 賠償損失引当金

  工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。

(6) 賠償損失引当金

同左

  

　

(7)偶発損失引当金　

　将来発生する可能性のある偶発損失に

備え、偶発事象毎に個別のリスク等を勘

案し、損失発生の可能性が高いと認識で

き、かつ、損失額を合理的に見積もるこ

とができる場合に当該見積額を計上して

いる。　

 　

　

(8)役員退職慰労引当金　

　役員（委任型執行役員を含む）の退職

慰労金の支給に備えるため、役員退職慰

労金支給内規に基づく期末要支給額を計

上している。　

（会計処理の変更）　

　役員退職慰労金は、従来、支出時の費

用として処理していたが、当事業年度よ

り「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会　平成19年４月13

日　監査・保証実務委員会報告第42号）

を適用し、期末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更してい

る。　

この変更により、当期発生額16百万円は

販売費及び一般管理費へ、過年度分相当

額109百万円は特別損失に計上している。

この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失及び経常損失は16百万円、

税引前当期純損失は126百万円それぞれ

増加している。　
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項目
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 (9) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。

　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

(３年)による定額法により費用処理して

いる。

　数理計算上の差異は、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)による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしている。

(9) 退職給付引当金

同左

６　完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は36,372百万円である。

　完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は42,960百万円である。

７　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いる。

同左

８　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いる。

　また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。

(1) ヘッジ会計の方法

　同左

　

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…変動金利の借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

いる。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

していることをもって有効性の判定に代

えている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９　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 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっている。

同左
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

─────── 　「長期未収入金」については、前事業年度において区分

掲記していたが、総資産額の100分の１以下となったため、

投資その他の資産の「その他」に含めて記載することとし

た。

　なお、当事業年度の投資その他の資産の「その他」に含

まれている「長期未収入金」は230百万円である。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成19年12月31日)

当事業年度
(平成20年12月31日)

１※１　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

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３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合

理的な調整を行って算出している。

１※１　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上している。

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３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価

及び路線価のない土地は第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合

理的な調整を行って算出している。

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

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  1,941百万円

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

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 1,898百万円

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

２※２　このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。

長期未収入金   3,320百万円

工事未払金   2,101百万円

工事未払金 2,153百万円

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,585百万円

の担保に供している。

(簿価による)

３※３　このうち下記の資産は、短期借入金1,580百万円

の担保に供している。

(簿価による)

土地    703百万円

建物  61

計 764

土地    703百万円

建物  58

計 761

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。

４※４　過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。
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前事業年度
(平成19年12月31日)

当事業年度
(平成20年12月31日)

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

５　　　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。

新潟万代島ビルディング㈱    405百万円

新潟国際コンベンション

ホテル㈱
249

医療法人桑名恵風会 204

㈱カイハツ
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 94

㈱阿賀高原開発 72

福田不動産㈱ 21

タイフクダコーポレーションリ

ミテッド
19

計 1,229

新潟万代島ビルディング㈱     377百万円

ホテル朱鷺メッセ㈱　 237

医療法人桑名恵風会 142

㈱カイハツ
(811)

138

ＦＫ商事㈱ 82

福田不動産㈱ 15

タイフクダコーポレーションリ

ミテッド
13

計 1,006

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

なお、㈱カイハツの(　)内には、共同保証総額を

記載している。

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コンベンション

ホテル㈱が商号変更したものである。　

分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証

４社    754百万円 ２社 640百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に係る提携ゴ

ルフローンに対して保証予約を行っている。

   260百万円

㈱湯巡り万華郷（連結子会社）が温浴施設賃借料

の支払いができない場合に、その必要額を当該子

会社に出資又は融資を行う旨、他のスポンサーと

と連帯して約定している。 

６　                 ─────── ６　　　受取手形割引高　　　　　　　　　 609百万円　

　　　

７※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

７※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日を

もって決済処理している。したがって、当期末日

が金融機関の休業日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれている。

受取手形   66百万円

支払手形   14百万円

受取手形 7百万円

支払手形 5百万円

㈱福田組（1899）　平成20年12月期決算短信

62



（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

１※１　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れている。

受取配当金 240百万円 受取配当金 238百万円

預託金償還益 162百万円

２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。 ２※２　賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。

販売費及び一般管理費   36百万円

完成工事原価 74

未成工事支出金 7

計 118

販売費及び一般管理費 22百万円

完成工事原価 44

未成工事支出金 4

計 71

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は30百万円である。

３※３　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は23百万円である。

４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。 ４※４　不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。

従業員給与手当   10百万円

租税公課 39

支払手数料 140

その他 84

計 275

従業員給与手当 9百万円

修繕維持費 5

租税公課 29

その他 17

計 62

５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ５※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

車輌運搬具   2百万円

その他 0

計 2

土地 36百万円

船舶　 3

機械装置　 3

その他 0

計 43

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

建物   7百万円

工具器具 1

その他 1

計 11

建物 90百万円

構築物 1

その他 0

計 91

７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ７※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりである。

機械装置  7百万円

建物 2

その他 2

計 12

建物   34百万円

土地 15

機械装置　 1

その他 1

計 52

㈱福田組（1899）　平成20年12月期決算短信

63



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式　（注） 172,055 18,648 2,423 188,280

合計 172,055 18,648 2,423 188,280

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,423株は、単元

　　　未満株式の買増し請求による減少である。 

当事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式　（注） 188,280 117,232 30,949 274,563

合計 188,280 117,232 30,949 274,563

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加117,232株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少30,949株は、単

      元未満株式の買増し請求による減少である。 
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（リース取引関係）

 
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

  

１　リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額
 

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車輌運搬
具

22 6 15

工具器具
・備品

95 65 29

その他 70 37 32

合計 187 109 78

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

船舶 161 35 125

車輌運搬
具　

30 13 17

工具器具
・備品

56 38 18

その他 66 47 19

合計 315 134 180

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

同左

２　未経過リース料期末残高

相当額

１年内   32百万円

１年超 45

計 78

１年内 79百万円

１年超 100

計 180

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

３　支払リース料及び減価償

却費相当額

  

支払リース料   46百万円     70百万円

減価償却費相当額   46百万円     70百万円

４　減価償却費相当額の算定

方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっている。

同左

（減損損失について） リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略している。

 同左 

㈱福田組（1899）　平成20年12月期決算短信

65



（有価証券関係）

前事業年度(平成19年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

当事業年度(平成20年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成19年12月31日)

当事業年度
(平成20年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,082 

販売用不動産評価損 1,465 

退職給与引当金 965 

子会社株式の評価減 362 

工事損失引当金 141 

ゴルフ会員権の評価減 130 

賠償損失引当金 68 

完成工事補償引当金 53 

賞与引当金 47 

その他 429 

繰延税金資産小計 7,747 

評価性引当額 △6,940 

繰延税金資産合計 807 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △238 

固定資産圧縮積立金 △11 

その他 △2 

繰延税金負債合計 △252 

   

繰延税金資産の純額 554 

繰延税金資産  百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,061 

子会社株式の評価減 1,764 

販売用不動産評価損 1,682 

匿名組合出資の評価減 758 

退職給与引当金 699 

棚卸資産中の補助金受入額 666 

未払退職金 177 

賠償損失引当金 68 

工事損失引当金 55 

その他 629 

繰延税金資産小計 9,564 

評価性引当額 △9,010 

繰延税金資産合計 554 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △75 

固定資産圧縮積立金 △11 

その他 △2 

繰延税金負債合計 △89 

   

繰延税金資産の純額 464 

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,208

百万円計上されている。

（注）上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債が1,191

百万円計上されている。

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

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)   

永久に損金に算入されない項目 13.3 

永久に益金に算入されない項目 △11.4 

住民税均等割 6.3 

評価性引当額 22.3 

その他 3.2 

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 
74.1 

法定実効税率 40.4％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上さ

れているため記載していない。
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（企業結合等関係）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

（共通支配下の取引等関係）

　連結財務諸表に注記しているため、記載を省略してい

る。 

───────
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり純資産額       454.13円             271.52円

１株当たり当期純利益又は当期純損

失（△）
    5.83円         △168.40円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
― ―

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、１株当たり当期純

損失であり、潜在株式が存在しないため

記載していない。

 １株当たり当期純利益算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

   260百万円

１株当たり当期純損失算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失

      7,531百万円

 普通株式に係る当期純利益

   260百万円

普通株式に係る当期純損失

      7,531百万円

 普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

　該当事項なし。

 普通株式の期中平均株式数

          44,760,491株

普通株式の期中平均株式数

                    44,725,773株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

（子会社の会社分割(新設分割)、合併及び異動並びに優先

株式の引き受け）

  当社は、平成20年2月28日開催の取締役会において、平成

20年4月8日（予定）を期して、後記Ⅰのとおり、子会社の

株式会社阿賀高原開発（現在、主にゴルフ事業を展開して

おり、廃棄物処理関連事業を運営する子会社のジークライ

ト株式会社を保有。）のゴルフ事業を会社分割して、新設

会社（以下、『株式会社ＡＧＡ（エージーエー）』）に承

継させることを決定した。

　また、同取締役会において、分割した後の株式会社阿賀

高原開発とその子会社であるジークライト株式会社につい

て、平成20年4月9日（予定）を期して、後記Ⅱのとおり、

ジークライト株式会社による株式会社阿賀高原開発の吸収

合併を実施することを決定した（存続会社『ジークライト

株式会社』の合併に伴う商号変更なし）。

　さらに当社は、同取締役会において、後記Ⅲのとおり、

合併後のジークライト株式会社の株式を、廃棄物に係る収

集運搬事業並びにリサイクル施設、中間処理施設及び安定

型最終処分場の運営をグループで展開するクリーンフォレ

スト株式会社の代表取締役を務める藤本和彦氏が、その取

得を目的として設立したゼニス株式会社へ譲渡することと

した。なお、藤本和彦氏は、ジークライト株式会社が所有

する日本最大級の管理型最終処分場をグループ会社化する

ことにより、廃棄物をワンストップで処理及び処分する企

業グループの構築を目指している。

　また、当社は、ジークライト株式会社が発行する優先株

式の引き受け及び藤本和彦氏と株主間契約を締結すること

により、ジークライト株式会社の運営に一定の関与を継続

することについても決定した。

Ⅰ．子会社の会社分割（新設分割）について 

１．会社分割の目的 

　当社は、他業種へ拡大している事業ポートフォリオを見

直し、建設業とその周辺事業に経営資源を集中し、さらな

る競争力の強化に努める方針である。阿賀高原開発グルー

プ（同社及び100％子会社のジークライト株式会社）は、現

在、ゴルフ事業及び廃棄物処理関連事業を行っているが、

両事業とも当社においては「ノンコア事業」であるとの判

断から、外部への譲渡を検討するに至った。  

───────　
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　株式会社阿賀高原開発は、平成８年に「阿賀高原ゴルフ

倶楽部」をオープンして以来、あらゆる経営改善に取り組

んできたものの、客単価の低迷とゴルフプレー人口の減少

等を背景に、債務超過の状態から脱することができず、当

社及びグループ各社による人的・資金的な支援なくして営

業を継続することが困難な状況が続いていた。

　一方、当社グループの本業である建設業をとりまく経営

環境は極めて厳しく、このまま永続的に株式会社阿賀高原

開発への経営支援を続けることは難しいと判断し、同社の

ゴルフ事業を分割して新設会社（株式会社ＡＧＡ）へ承継

させたうえで、第三者売却等の経営権の譲渡を進めること

とした。

　第三者への譲渡等を円滑に進めるために債務超過を解消

するとともに、当社グループの社会的責任としてゴルフプ

レー会員に対する預託金の返済原資を確保する目的をもっ

て、預託金を含む債務同等額以上の金銭による増資を当社

が引き受けたうえで、会社分割を実施することとした。な

お、第三者への譲渡等が決定するまでの間、当社が一旦、

株式会社ＡＧＡの株式を取得するものである。

２．会社分割の要旨

 (1) 分割の日程

   分割計画書承認取締役会　 　 平成20年2月28日

   会社分割承認株主総会　      平成20年3月21日

   分割の効力発生日（新設会社設立登記日）

　　                           平成20年4月 8日(予定)

　(2) 分割方式

  　株式会社阿賀高原開発を分割会社とし、新設する株式

  会社ＡＧＡを承継会社とする新設分割である。

　(3) 株式の割当て

　　新たに設立される株式会社ＡＧＡは、分割に際して発

　行する普通株式100株を分割会社である株式会社阿賀高

  原開発に割当交付する。

　(4) 会計処理の概要

　　この会社分割により移転される資産及び負債について

　は、分割した後の株式会社阿賀高原開発と株式会社ＡＧ

　Ａの親子関係の継続が見込まれないため、移転前に付さ

　れた適正な時価等にて計上される。

　(5) 新設会社が承継する権利義務

　　ゴルフ事業に係る資産、負債、雇用契約その他の権利

　義務一切。

　(6) 債務履行の見込み

　　分割会社及び新設会社ともに、この会社分割前後の資

　産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務

　の履行の確実性には問題ないものと判断している。
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

３．分割当事会社の概要(分割会社は平成19年12月31日

　　　　　　　　　 　現在、新設会社は設立時の予定)
 

商号
㈱阿賀高原開発
(分割会社)

㈱ＡＧＡ
(承継会社)

① 事業
 　内容

ゴルフ事業等 ゴルフ事業

② 設立年
 　月日

昭和63年11月25日
平成20年4月8日(予
定)

③ 本店
 　所在地

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

④ 代表者 苅部　隆 苅部　隆

⑤ 資本金 81百万円 10百万円

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

1,635株(※１) 100株

⑦ 純資産 △314百万円 114百万円 

⑧ 総資産 14,043百万円 8,154百万円 

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

19名 19名 

⑪ 主要取
 　引先

㈱福田組、福田石材
㈱　等 

㈱福田組、福田石材
㈱　等

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

㈱福田組   51.7％ 
福田道路㈱ 16.8％ 

㈱阿賀高原開発
100％ 

⑬ 主要取
 　引銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…分割会社が新設会社の株式を100%
保有する。(※１)
人的関係…分割会社の取締役３名及び監査役
１名が新設会社の役員を兼務する。 
取引関係…分割の効力発生日以後、取引の予
定はない。
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　※１. この会社分割に先立って、当社は、株式会社阿賀

高原開発を100％子会社にし、さらに、同社の実質債務超過

を解消するとともに、阿賀高原ゴルフ倶楽部における会員

の預託金返済資金を確保する目的で、平成20年4月2日払込

期日（予定）とする91億円（予定）の増資を引き受ける予

定である。この結果、新株発行後の発行済株式総数は1,636

株となる予定である。なお、新設会社は分割後、株式会社

阿賀高原開発から当社へ譲渡される予定である。

４．分割する事業部門の内容

　①ゴルフ場の運営

　②ゴルフ練習場の運営

Ⅱ．子会社の合併について

１．合併の目的

　分割した後の株式会社阿賀高原開発は、子会社ジークラ

イト株式会社の全株式及び事業用資産を保有する会社とな

る予定である。また、両社の間には運営資金や設備投資資

金の金銭消費貸借関係もあることから、これらを統合して

両社を合併することが、経営効率を高めるためにも有効と

判断した。

　なお、合併に際しての許認可等にかかる事業継承の円滑

化を図るためには、ジークライト株式会社を存続会社とす

ることが絶対要件であり、平成20年２月28日開催の当社取

締役会及び各社取締役会において、平成20年4月9日（予定）

を期して、以下のとおり合併することを決定した。

２．合併の要旨

　(1) 合併の日程

    合併契約書承認取締役会     平成20年2月28日

　　合併契約締結　　　　　 　　平成20年2月28日

　　合併承認株主総会   　　　　平成20年3月21日

　　合併の効力発生日　　　　　 平成20年4月 9日(予定)

　(2) 合併方式等

　ジークライト株式会社による株式会社阿賀高原開発の吸

収合併である。この合併は子会社による100％親会社の吸収

合併であるため、ジークライト株式会社は、新株式の発行

に代えて、合併により株式会社阿賀高原開発から承継する

ジークライト株式会社の株式1,500株全部を合併新株の代用

として用い、当社に対して割当交付する。なお、合併交付

金の支払いは行わない。 
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

３．合併当事会社の概要（平成19年12月31日現在）  

商号
ジークライト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原開発
(被合併会社)

① 事業
 　内容

廃棄物処理事業 ゴルフ事業等

② 設立年
 　月日

昭和23年9月17日 昭和63年11月25日

③ 本店
 　所在地

山形県米沢市大字板
谷315番地

新潟市中央区一番堀
通町3番地10

④ 代表者 苅部　隆(※１) 苅部　隆

⑤ 資本金 30百万円 81百万円

⑥ 発行済
 　株式総
 　数

1,500株 1,635株(※２)

⑦ 純資産 1,439百万円 △314百万円

⑧ 総資産 6,866百万円 14,043百万円

⑨ 決算期 12月31日 12月31日 

⑩ 従業員
 　数

54名 19名 

⑪ 主要取
 　引先

地方公共団体、広域
事業組合等
製造業を中心とした
民間企業

㈱福田組、福田石材
㈱　等

⑫ 大株主
 　及び持
 　株比率

㈱阿賀高原開発
100％ 

㈱福田組   51.7％ 
福田道路㈱ 16.8％ 

⑬ 主要取
 　引銀行

山形銀行、きらやか
銀行

第四銀行、北越銀行、
みずほ銀行 

⑭ 当事会
 　社の関
 　係

資本関係…被合併会社が合併会社の株式を
100%保有している。
人的関係…取締役１名（代表）及び監査役１
名が被合併会社と合併会社で兼務してい
る。 
取引関係…合併会社は事業用土地を被合併会
社より賃借している。また、金銭消費貸借契
約を締結し、合併会社は被合併会社より運転
資金等を借り入れている。
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20年2月29日開催の

ジークライト株式会社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会において、取締役で

ある加原友夫氏が代表取締役へ就任している。

　※２. 株式会社阿賀高原開発の発行済株式総数は、この

合併の前に、当社が引き受ける増資により1,636株となる予

定である。

４．合併後の合併会社の状況

　合併会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本

金及び決算期等はいずれも変更はない。

 Ⅲ．子会社の異動及び優先株式の引き受けについて

１． 異動の理由

　廃棄物処理事業を営むジークライト株式会社は、国内屈

指の規模の管理型最終処分場を持ち、高い信用力を有して

おり、今後、同社の企業価値をより一層高めるには、多様

化する幅広いニーズにワンストップで応えられる機能を強

化するとともに、シナジー効果を発揮できる「総合環境ビ

ジネス事業」への業態転換が大きなキーワードになるもの

と認識している。

　一方、藤本和彦氏を代表取締役とするクリーンフォレス

ト株式会社を中心とした企業グループは、ベンチャー企業

ながらも収集運搬からリサイクル、中間処理、そして最終

処分までの一貫したビジネスモデルの構築を目指した事業

展開を積極的に推進している。さらに同グループは、コン

プライアンス経営に対する意識も高く、それらは当社及び

ジークライト株式会社の事業構想と基本方針に合致するこ

とから、関係者間で協議を重ねた結果、ジークライト株式

会社の普通株式を、藤本和彦氏がその取得を目的として設

立したゼニス株式会社へ譲渡することを、平成20年2月28日

開催の取締役会において決定するに至ったものである。

　なお、当社及びジークライト株式会社がこれまで培って

きた最終処分場事業のノウハウを生かし、関係自治体及び

取引先との良好な関係を維持するため、現経営陣が引き続

き経営にあたることとし、また、当社は、一定のガバナン

ス及びモニタリング機能を働かせる目的をもって、ジーク

ライト株式会社が発行する優先株式の引き受け等について

も以下のとおり決定した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．異動する子会社の概要（平成19年12月31日現在）

    (1) 商　　　号　　　ジークライト株式会社 

　　(2) 代　表　者　　　苅部　隆(※１) 

 　 (3) 本店所在地　　　山形県米沢市大字板谷315番地

　　(4) 設立年月日　　　昭和23年9月17日 

　　(5) 主な事業内容　　廃棄物処理事業 
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前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

　　(6) 決　算　期　　　12月31日 

　　(7) 従業員数　　　　54人 

 　 (8) 主な事業所　　　山形県、東京都、新潟県

　　(9) 資　本　金　　　30百万円 

　　(10)発行済株式総数　1,500株 

　　(11)大株主構成　　　㈱阿賀高原開発　100％(※２) 

　　(12)直近事業年度における業績 

 平成19年12月期

売　上　高 　　　2,848百万円

営業利益 　　　  806

経常利益 　　　  663

当期純利益 　　　  373

総　資　産 　　　6,866

純　資　産 　　　1,439

  ※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20年2月29日開催の

ジークライト株式会社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会において、取締役で

ある加原友夫氏が代表取締役へ就任している。

　※２. 平成20年4月9日（予定）の合併の効力発生により、

当社がジークライト株式会社の100％親会社となる。

３．普通株式譲渡の概要

　　(1) 譲渡の相手先　　　　　　ゼニス株式会社

　　(2) 異動前の所有株式数　　　1,500株

　　(3) 譲渡株式数　　　　　　　1,500株

　　(4) 株式譲渡価額　　　　　　8,000百万円

　　(5) 異動後の所有株式数　　　　　0株

４．異動の日程

　　株式譲渡契約承認の取締役会　平成20年2月28日

　　株式譲渡契約締結　　　　　　平成20年2月28日

　　普通株式譲渡日　　　　　　  平成20年4月10日(予定)

５．業績に与える影響

　　本件により、平成20年12月期において当社個別業績で

　は、約39億円の特別利益を計上する見込みである。

６．優先株式の引き受けについて

　　(1) 株式の種類　　　ジークライト㈱第一種優先株式

　　(2) 募集株式の数　　3,250株

　　(3) 引受株式の数　　3,250株

　　(4) 払込金額の総額　合計3,250百万円

　　(5) 払込期日　　　　平成20年4月10日（予定）

　※なお、本件優先株式は取得請求権付優先株式であり、

株主間で別途定める取得請求が可能となる時期・条件にし

たがって取得がなされることとなるが、ジークライト株式

会社の将来の企業価値によっては償還が左右される可能性

がある。
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６．その他
(1）役員の異動（平成21年３月27日予定）

 

　①　代表者の異動

　    代表取締役会長

      執行役員会長　　　　　　　　　　  福田　勝之　　　　　（現、代表取締役社長、執行役員社長）

　　　代表取締役社長

　　　執行役員社長　　　　　　　　　　　伊東　修之助　　　　（現、取締役、専務執行役員新潟本店長）　

　　　代表取締役

　　　専務執行役員　　　　　　　　　　　梅津　康男　　　　　（現、取締役、執行役員経営企画部長）

　②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補については現在未定であり、決定次第、お知らせいたします。                    

　・新任監査役候補

　　　常勤監査役　　　　　　　　　　　　西山　陽一郎　　　　（現、顧問）　　

　・退任予定監査役　　

　　　常勤監査役　　　　　　　　　　　　國分　成治

以上 
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(2）受注高、売上高及び次期繰越高

①　受注高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 346 4,814 4,467 1,289.8

民間（百万円） 73,915 43,110 △30,805 △41.7

計（百万円） 74,262 47,924 △26,337 △35.5

土木

官公庁（百万円） 14,514 18,419 3,904 26.9

民間（百万円） 8,543 13,477 4,933 57.7

計（百万円） 23,058 31,897 8,838 38.3

合計

官公庁（百万円） 14,861 23,233 8,372 56.3

民間（百万円） 82,459 56,587 △25,871 △31.4

計（百万円） 97,320 79,821 △17,498 △18.0

不動産事業（百万円） 14,323 1,046 △13,277 △92.7

合計（百万円） 111,644 80,868 △30,776 △27.6

②　売上高

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 1,543 1,509 △34 △2.3

民間（百万円） 70,212 69,608 △603 △0.9

計（百万円） 71,756 71,117 △638 △0.9

土木

官公庁（百万円） 18,058 19,096 1,037 5.7

民間（百万円） 9,270 7,851 △1,419 △15.3

計（百万円） 27,329 26,947 △381 △1.4

合計

官公庁（百万円） 19,602 20,605 1,002 5.1

民間（百万円） 79,483 77,460 △2,022 △2.5

計（百万円） 99,085 98,065 △1,020 △1.0

不動産事業（百万円） 14,241 1,225 △13,016 △91.4

合計（百万円） 113,327 99,291 △14,036 △12.4
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③　次期繰越高

区分 前期末 当期末 比較増減 増減率（％）

建設事業

建築

官公庁（百万円） 1,361 4,667 3,305 242.7

民間（百万円） 59,597 33,099 △26,498 △44.5

計（百万円） 60,959 37,766 △23,193 △38.0

土木

官公庁（百万円） 17,548 16,871 △676 △3.9

民間（百万円） 4,853 10,479 5,626 115.9

計（百万円） 22,402 27,351 4,949 22.1

合計

官公庁（百万円） 18,910 21,538 2,628 13.9

民間（百万円） 64,451 43,579 △20,872 △32.4

計（百万円） 83,361 65,118 △18,243 △21.9

不動産事業（百万円） 234 54 △179 △76.6

合計（百万円） 83,595 65,172 △18,422 △22.0
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