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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 74,409 △7.5 2,140 58.1 2,044 52.8 357 △24.3
20年3月期 80,422 △12.5 1,353 △54.0 1,338 △54.2 471 △20.2

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
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 ％ ％ ％

21年3月期 16.45 ― 4.3 3.0 2.9
20年3月期 21.73 ― 5.3 1.9 1.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20年3月期  68百万円

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

21年3月期 68,201 8,038 11.8 370.23
20年3月期 67,200 8,410 12.5 387.35

（参考） 自己資本   21年3月期  8,038百万円 20年3月期  8,410百万円

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

21年3月期 △4,025 602 △221 7,621
20年3月期 2,036 △1,612 △1,429 11,265

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 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 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 108 23.0 1.2
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 108 30.4 1.3
22年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 30.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

31,900 3.8 40 △68.5 △48 ― 43 △91.5 1.98

通期 73,700 △1.0 840 △60.7 620 △69.7 360 0.8 16.58



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、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 21,720,000株 20年3月期 21,720,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  8,661株 20年3月期  7,784株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 71,098 △4.0 2,008 56.8 1,925 61.5 301 △67.3
20年3月期 74,032 △14.1 1,280 △55.7 1,192 △57.9 923 72.8

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

21年3月期 13.90 ―
20年3月期 42.55 ―

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

21年3月期 65,454 7,630 11.7 351.43
20年3月期 64,399 8,050 12.5 370.76

（参考） 自己資本 21年3月期  7,630百万円 20年3月期  8,050百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、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４ページを参照してください。 

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

31,000 3.4 30 △67.1 △60 ― 35 △92.8 1.61

通期 71,500 0.6 800 △60.2 570 △70.4 330 9.4 15.20



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が続くなか、製造

業を中心に生産活動の縮小や設備投資の抑制など、実態経済に大きな影響を及ぼしました。特に昨年10月以降はいわ

ゆるリーマンショックを機に世界同時不況が急速に波及し、企業業績や株式相場は極めて厳しい状況に直面いたしま

した。また、企業業績の悪化は雇用・所得環境にも深刻な影響を及ぼしました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、金融不安や金融収縮の影響で不動産市況の悪化が進

み、ゼネコン、マンションデベロッパーの破綻が相次ぎました。また、公共投資は依然として減少傾向が続いてお

り、民間建設投資も国内企業の収益悪化に伴い、大変厳しい環境のなかで推移いたしました。 

このような状況のもと、当社は平成20年４月１日付で大和ハウスグループの一員となり、さらなる企業価値の向上

を目指しております。また、同日付で小田急グループの鉄道メンテナンス事業の再編に伴い、当社の軌道保守管理業

を吸収分割により小田急設備株式会社（現株式会社小田急エンジニアリング）に承継するとともに、同年５月１日付

けで同社の建築設備業を当社の子会社であるケンキー工業株式会社（現ケンキー設備工業株式会社）が継承いたしま

した。更に当社は、同年10月1日付で商号を小田急建設株式会社から大和小田急建設株式会社に変更するとともに、

当社の子会社であるケンキー工業株式会社がケンキー設備工業株式会社に商号変更いたしました。 

当社グループでは、大和ハウスグループへの参画初年度にあたり平成22年度を最終年度とする「第一次経営３ヵ年

計画」を策定し、①営業力の強化、②コスト競争力の強化、③不動産開発力の強化、④技術開発力の強化、⑤経営基

盤の強化を重点経営課題として掲げ、積極的に取組みました。 

以上の結果、当連結会計年度の受注工事高につきましては、官公庁工事が前期比1.0％増、民間工事が29.0％減と

なり、総受注工事高は前期比25.7％減の622億３千２百万円となりました。工事別内訳は、建築工事が約70％、土木

工事が約30％であり、発注者別内訳では官公庁工事が約15％、民間工事が約85％であります。 

当連結会計年度の主な受注工事につきましては、愛知県豊田市緑のリサイクル施設建設工事、大和ハウス工業（仮

称）プレミスト一之江新築工事、小田急電鉄小田急経堂ビル解体工事、名古屋市大治浄水場第５沈殿池築造工事（そ

の２）、大日本印刷区道34－190号線（中根坂）整備工事などであります。 

次に完成工事高につきましては、前期比7.4％減の734億１千１百万円となりました。工事別内訳は建築工事が約

71％、土木工事が約29％となり、発注者別内訳では、官公庁工事が約10％、民間工事が約90％であります。 

当連結会計年度の主な完成工事につきましては、国土交通省関東地方整備局横浜気象台増築棟建築その他工事、小

田急電鉄「小田急センチュリービル」空調・給排水設備更新工事、大和ハウス工業（仮称）田園調布プロジェクト新

築工事、国土交通省近畿地方整備局立野地区防災拠点整備工事、豊田通商（仮称）ハーベストタウン三浦造成工事な

どであります。 

この完成工事高に不動産販売および賃貸などの兼業事業売上高９億９千８百万円を加えた総売上高は前期比7.5％

減の744億９百万円となりました。 

営業利益につきましては、原価率の改善および不採算工事の減少などにより、前期比58.1％増の21億４千万円とな

り、経常利益につきましても前期比52.8％増の20億４千４百万円となりました。当期純利益につきましては、特別利

益に軌道事業移転利益７億９千１百万円などを計上しましたが、投資有価証券の時価下落による評価損失14億３千万

円などを特別損失に計上するとともに、法人税、住民税及び事業税が増加したことにより、前期比24.3％減の３億５

千７百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。 

（建設事業） 

売上高につきましては、当連結会計年度の受注低迷が響き、前期比7.4％減の734億１千１百万円となりました。営

業利益につきましては、調達価格の見直しおよび経費削減を含めた原価圧縮が奏功し、工事全般にわたり原価率の改

善に繋がったことに加え、不採算工事が減少したことなどにより、前期比81.3％増の19億１千７百万円となりまし

た。 

  

（不動産事業） 

売上高につきましては、販売用不動産の売却の減少により前期比13.9％減の９億９千８百万円となりました。営業

利益につきましては、一部の販売用不動産において収益性の低下に基づく簿価切り下げの影響により、前期比24.9％

減の２億２千２百万円となりました。 

１．経営成績



  

(2）次期の見通し 

今後の日本経済の見通しにつきましては、世界的な景気の減速と金融市場の混乱を背景に、当面厳しい状況が続く

ものと予想されます。 

建設業界を取り巻く環境におきましても、民間工事につきましては、実態経済の悪化を受けて設備投資の延期や抑

制が強まるなど、厳しい環境が続くものと思われます。 

当社グループといたしましては、このような状況に対処すべく、「第一次経営３ヵ年計画」の重点経営課題を推進

し、目標達成に向けて邁進してまいります。 

これらにより、次期の見通しといたしましては、受注高684億円、売上高737億円、営業利益８億４千万円、経常利

益６億２千万円、当期純利益３億６千万円を予想しております。 

(3）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産の残高は682億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億１百万円の増加とな

りました。主なものといたしましては、時価下落により投資有価証券が減少したものの、受取手形・工事未収入金等

が増加したことによるものであります。 

負債の残高は601億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億７千３百万円の増加となりました。主なも

のといたしましては、支払手形・工事未払金等が増加したことによるものであります。 

純資産の残高は80億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千２百万円の減少となりました。主なも

のといたしましては、利益剰余金が増加したものの、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものでありま

す。 

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は11.8％となり、前連結会計年度末に比べ0.7ポイントの減少となり

ました。 



② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は76億２千１百万

円（前年同期比32.4％減）となり前連結会計年度に比べ36億４千４百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、40億２千５百万円（前連結会計年度は20億３千６百万円

の獲得）となりました。これは主に進行基準適用工事による売上の割合が増加したことにより、売上債権が69億７千

２百万円増加したため資金が減少したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、６億２百万円（前連結会計年度は16億１千２百万円の使

用）となりました。これは主に固定資産の取得による支出２億３千２百万円があったものの、事業移転による収入８

億円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、２億２千１百万円（前年同期比84.5％減）となりまし

た。これは借入金の純減による支出１億９百万円、配当金の支払額１億８百万円などによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

５．平成21年３月期の連結会計年度におきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャシュ・フ

ロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載していません。 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、内部留保の充実を図りながら、財務体質の改善に努めるとともに、収益力の向上に向けて経営基

盤の強化を図り、株主の皆様に安定した配当を継続していくことを利益配分の基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に

取り組んでまいります。 

当期の期末配当金につきましては、１株当たり５円を予定しております。 

なお、次期の期末配当金につきましては、安定した配当を継続し、１株当たり５円を予定しております。 

項目 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 （％）  13.2  12.3  12.5  11.8

時価ベースの自己資本比率 （％）  11.1  9.9  7.6  5.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （倍）  55.1  3.4  8.7  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍）  1.6  22.4  7.4  －



 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、主として建設事業を営んでおり、その他の関係会社（大和ハウス工業

株式会社）から建設工事の一部を受注しております。 

 また、当社、連結子会社（ケンキー設備工業株式会社）、持分法適用関連会社（株式会社フラッグス）及び持分法

非適用関連会社（株式会社フラッグスビジョン）が営んでいる主な事業内容とその企業集団における位置付け並びに

事業の種類別セグメントとの関連を示せば次のとおりであります。 

 建設事業は、当社、ケンキー設備工業株式会社が営んでおり、当社は、ケンキー設備工業株式会社に対して工事の

一部を発注しております。なお、ケンキー設備工業株式会社は、建設資機材の賃貸・販売等を行っており、当社は、

その一部を賃借・購入しております。 

 不動産事業は、主として当社及び株式会社フラッグスが営んでおり、当社は、株式会社フラッグスに対して土地を

賃貸しております。また、株式会社フラッグスは、株式会社フラッグスビジョンに建物の一部を賃貸しております。

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

 （注） 当社の子会社であるケンキー工業株式会社は、平成20年10月１日からケンキー設備工業株式会社に商号変更し

ております。 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、お客様の期待とニーズに的確に応え、お客様の満足度を高めることを経営の基本姿勢とし、建設

事業、不動産事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。これを実現するため、企画提案力、建築・土木技術力

の更なる向上を目指してまいります。また、株主の皆様の期待にお応えするため、効率経営の徹底と収益性の向上に

よる経営基盤の強化、経営情報の適時開示を推進し、企業グループ価値の最大化に努めてまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、平成20年４月より「大和ハウスグループ」の一員となり、提出会社においては、同年10月に社名

を「大和小田急建設株式会社」に変更し、新たなスタートを切りました。同時に『第一次経営３ヵ年計画(平成21年

度～平成22年度)』を策定し、経営課題と目標値を設定し、その課題解決と目標達成に向けた取り組みを開始いたし

ました。２ヵ年目を迎える今年度においては、昨今の経済環境、景気動向を加味したうえで、提出会社の受注高661

億円以上および売上高715億円以上、当期純利益３億３千万円以上の確保を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

わが国の経済は、企業収益、設備投資、個人消費の減少により、依然厳しい状況にあります。先行きについても、

雇用情勢の悪化、世界的な金融危機の深刻化、世界景気の一層の下振れ懸念等景気を下押しするリスクが多数存在す

ることに留意する必要があり、当面は悪化が続くものとみられます。 

建設市場においては、公共投資の減少、民間企業設備投資の延期・中止等の影響により、全体として縮小の傾向に

あり、今後の建設投資も同様に対前年度比において減少の傾向が予測されています。また、受注の面からも、競争激

化の現状に変化は期待できず、依然として厳しい経営環境が推測されます。 

このような状況において、当社グループは、大和ハウス工業株式会社との業務提携効果を発揮し、大和ハウスグル

ープとの信頼・協力関係の構築、小田急グループとの営業面における協力関係を維持していくとともに、お客様の満

足を追求するための商品やサービスを提供し、総合建設会社としての存在意義を獲得していくことで、企業価値を向

上させ、常に成長、発展していく企業を目指してまいります。  

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、『第一次経営３ヵ年計画』において、５つの経営課題として[営業力の強化][コスト競争力の強

化][不動産開発力の強化][技術開発力の強化][経営基盤の強化]を掲げております。そのなかで、重要かつ早急に解

決すべき課題を[営業力の強化]と[コスト競争力の強化]として位置づけました。全役職員は強い意志と信念を持ち、

一丸となって、その課題解決に取り組んでまいります。[営業力の強化]といたしましては、情報力・技術力・提案力

を強化し、受注の拡大を進めてまいります。民間工事につきましては、「設計力・企画提案力のレベルアップによる

特命、設計・施工物件の受注拡大」、「大和ハウスグループへの営業展開による受注開拓」および「小田急グループ

との信頼関係の維持による受注確保」を目指し、品質・技術・コスト面の強化を図ってまいります。また、新規顧客

の開拓にも積極的に取り組んでまいります。官公庁工事につきましては、総合評価方式への対応力を強化し、施工実

績と技術力の維持・向上を考慮して、受注を確保してまいります。[コスト競争力の強化]といたしましては、購買

（調達）力の強化に取り組むとともに、施工体制、施工プロセスの効率化を図り、品質・コスト・スピードの向上を

目指してまいります。 

ＩＴ化におきましては、作業所をネットワークする原価管理システム・財務会計システムの定着を推進し、情報技

術の活用による業務の効率化、迅速化に努めるとともに、情報管理体制の整備に取り組んでまいります。 

ＣＳＲ(企業の社会的責任)におきましては、すべてのステークホルダー(利害関係者)からの要請に応えられるよ

う、適時かつ適正な情報の開示に努めてまいります。また、リスク管理体制の維持、内部監査体制の強化により、会

社法・金融商品取引法等関係法令への適切な対応を行うとともに、内部統制システム(ＩＴ統制含む)の運用・定着・

改善を実施してまいります。品質・環境への取り組みにおきましては、ＩＳＯ規格に基づく品質環境マネジメントシ

ステムの確実な運用・改善により、確かな品質の提供と環境保全に対する社会的責務の遂行に努めるとともに、環境

報告書の継続的な発行を通じて、環境保全活動の徹底と環境負荷の低減を推進してまいります。  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,484,040 7,621,252

受取手形・完成工事未収入金等 21,097,561 28,070,551

販売用不動産 1,056,221 664,063

未成工事支出金 ※1  8,233,883 ※1  7,363,108

その他のたな卸資産 310,960 －

材料貯蔵品 － 293,628

繰延税金資産 409,516 493,448

預け金 9,781,904 －

その他 692,179 1,922,496

流動資産合計 43,066,268 46,428,550

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,535,415 5,486,909

減価償却累計額 △3,245,052 △3,345,573

建物・構築物（純額） 2,290,363 2,141,335

機械、運搬具及び工具器具備品 1,021,351 1,035,240

減価償却累計額 △809,956 △868,345

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 211,395 166,895

土地 ※3, ※4  13,757,117 ※3, ※4  13,733,230

リース資産 － 17,674

減価償却累計額 － △3,477

リース資産（純額） － 14,197

有形固定資産計 16,258,876 16,055,658

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 283,152 278,821

無形固定資産計 301,335 297,004

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2, ※3  5,891,840 ※2, ※3  3,602,837

繰延税金資産 748,138 1,151,412

その他 952,386 733,192

貸倒引当金 △18,621 △67,073

投資その他の資産計 7,573,744 5,420,369

固定資産合計 24,133,956 21,773,032

資産合計 67,200,224 68,201,583



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 24,636,540 25,624,115

短期借入金 12,531,400 14,890,000

未払法人税等 536,464 758,208

未払消費税等 474,276 450,063

未成工事受入金 9,416,989 9,858,090

完成工事補償引当金 122,639 136,108

その他 1,098,257 926,452

流動負債合計 48,816,567 52,643,038

固定負債   

長期借入金 5,364,000 2,896,000

退職給付引当金 2,632,839 2,661,700

再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,615,913 ※4  1,607,971

その他 360,709 354,716

固定負債合計 9,973,461 7,520,388

負債合計 58,790,029 60,163,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 3,605,209 3,865,424

自己株式 △2,065 △2,235

株主資本合計 6,250,990 6,511,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 593,397 △27,113

土地再評価差額金 ※4  1,565,807 ※4  1,554,233

評価・換算差額等合計 2,159,204 1,527,119

純資産合計 8,410,195 8,038,155

負債純資産合計 67,200,224 68,201,583



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 ※1  79,262,712 ※1  73,411,300

兼業事業売上高 1,159,307 998,073

売上高合計 80,422,020 74,409,374

売上原価   

完成工事原価 73,147,805 66,897,239

兼業事業売上原価 ※2  727,765 ※2  635,303

売上原価合計 73,875,570 67,532,543

売上総利益   

完成工事総利益 6,114,906 6,514,060

兼業事業総利益 431,542 362,770

売上総利益合計 6,546,449 6,876,830

販売費及び一般管理費 ※3  5,192,656 ※3  4,736,737

営業利益 1,353,792 2,140,093

営業外収益   

受取利息 22,874 7,559

受取配当金 119,648 111,150

受取保険金 － 53,984

持分法による投資利益 68,682 －

雑収入 42,437 17,164

営業外収益合計 253,642 189,859

営業外費用   

支払利息 266,155 278,084

持分法による投資損失 － 6,933

雑支出 3,055 791

営業外費用合計 269,211 285,810

経常利益 1,338,223 2,044,142

特別利益   

前期損益修正益 72,562 10,262

投資有価証券売却益 30,460 －

事業分離における移転利益 － 791,298

その他 1,056 10,166

特別利益合計 104,080 811,726

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  8,171 ※4  4,030

投資有価証券売却損 22 －

投資有価証券評価損 － 1,430,554

関係会社株式売却損 9,452 －

減損損失 ※5  232,714 －

訴訟和解金 3,000 582

違約金 96,954 －

その他 55,510 24,745

特別損失合計 405,825 1,459,912

税金等調整前当期純利益 1,036,479 1,395,956

法人税、住民税及び事業税 540,483 1,111,643

法人税等調整額 13,569 △72,889

法人税等合計 554,052 1,038,753

少数株主利益 10,548 －

当期純利益 471,878 357,202



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,086,000 1,086,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,086,000 1,086,000

資本剰余金   

前期末残高 1,561,846 1,561,846

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,561,846 1,561,846

利益剰余金   

前期末残高 3,495,867 3,605,209

当期変動額   

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 471,878 357,202

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

当期変動額合計 109,341 260,215

当期末残高 3,605,209 3,865,424

自己株式   

前期末残高 △1,870 △2,065

当期変動額   

自己株式の取得 △194 △170

当期変動額合計 △194 △170

当期末残高 △2,065 △2,235

株主資本合計   

前期末残高 6,141,844 6,250,990

当期変動額   

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 471,878 357,202

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

自己株式の取得 △194 △170

当期変動額合計 109,146 260,045

当期末残高 6,250,990 6,511,036



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,809,285 593,397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215,887 △620,510

当期変動額合計 △1,215,887 △620,510

当期末残高 593,397 △27,113

土地再評価差額金   

前期末残高 1,311,835 1,565,807

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 253,972 △11,573

当期変動額合計 253,972 △11,573

当期末残高 1,565,807 1,554,233

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,121,120 2,159,204

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △961,915 △632,084

当期変動額合計 △961,915 △632,084

当期末残高 2,159,204 1,527,119

少数株主持分   

前期末残高 585,217 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △585,217 －

当期変動額合計 △585,217 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 9,848,181 8,410,195

当期変動額   

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 471,878 357,202

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

自己株式の取得 △194 △170

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,547,133 △632,084

当期変動額合計 △1,437,986 △372,039

当期末残高 8,410,195 8,038,155



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 1,036,479 1,395,956

減価償却費 265,496 321,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,013 48,451

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149,705 28,861

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,904 13,469

受取利息及び受取配当金 △142,522 △118,709

支払利息 266,155 278,084

販売用不動産評価損 85,633 200,628

有形固定資産除売却損益（△は益） 8,148 1,058

投資有価証券売却損益（△は益） △30,438 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,430,554

関係会社株式売却損益（△は益） ※2  9,452 －

減損損失 232,714 －

事業分離における移転利益 － ※3  △791,298

売上債権の増減額（△は増加） 4,037,038 △6,972,989

販売用不動産の増減額（△は増加） 322,500 191,528

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,114,876 870,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,097 17,331

その他の資産の増減額（△は増加） 349,717 △1,191,320

仕入債務の増減額（△は減少） △3,125,604 987,574

未払金の増減額（△は減少） 79,687 △62,672

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,063,394 441,101

未払消費税等の増減額（△は減少） 154,780 △24,212

その他の負債の増減額（△は減少） △146,466 △35,389

持分法による投資損益（△は益） △68,682 6,933

小計 3,037,788 △2,962,830

利息及び配当金の受取額 141,210 128,661

利息の支払額 △272,413 △268,547

法人税等の支払額 △869,947 △922,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,036,637 △4,025,564



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △93,102 △107,284

有形固定資産の売却による収入 380 3,707

無形固定資産の取得による支出 △222,165 △125,546

投資有価証券の取得による支出 △1,862 △874

投資有価証券の売却による収入 35,449 36,400

貸付けによる支出 △20,200 －

事業移転による収入 － ※3  800,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △1,310,951 －

その他 － △3,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,612,451 602,481

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △626,978 3,095,599

長期借入れによる収入 1,780,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,473,000 △3,205,000

自己株式の取得による支出 △194 －

配当金の支払額 △108,564 △108,561

少数株主への配当金の支払額 △1,200 －

その他 － △3,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,429,937 △221,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,005,751 △3,644,692

現金及び現金同等物の期首残高 12,271,696 ※1  11,265,945

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  11,265,945 ※1  7,621,252



 該当事項はありません。 

 なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．会計処理基準に関する 

事項 

    重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、賃貸事業用倉庫については

定額法を採用しております。 

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

の基準によっております。 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度から法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降取得の

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お

ります。 

なお、これによる損益への影響は軽

微であります。 

―――――― 

  

  （追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

なお、これによる損益への影響は軽

微であります。 

―――――― 

  

  無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。  

無形固定資産 

同左 

  ―――――― リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 



会計方針の変更 

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

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これによる損益への影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― （連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において「その他のたな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「材料貯蔵品」として表

示しております。 

―――――― （連結損益計算書） 

「受取保険金」は、前連結会計年度まで、営業外収益

の「雑収入」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度末の「受取保険金」は17,869千

円であります。 

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

(1) 投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付による

支出」は、当連結会計年度において、金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めております。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸付による支出」は△4,800千円であります。 

(2) 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

取得による支出」は、当連結会計年度において、金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めており

ます。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「自己株式の取得による支出」は△170千円でありま

す。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 工事損失引当金による損失見積額356,323千円を直

接控除しております。 

※１ 工事損失引当金による損失見積額98,288千円を直接

控除しております。 

※２ このうち関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。 

投資有価証券 156,601千円

※２ このうち関連会社に対する金額は、次のとおりであ

ります。 

投資有価証券 149,667千円

※３ このうち下記のとおり担保に供しています。 

土地7,964,640千円を関係会社である株式会社フラ

ッグスの金融機関等からの借入金に対して担保提供し

ております。 

また、投資有価証券500千円を特別目的会社である

吹田キャンパスサービス株式会社、投資有価証券

1,000千円を特別目的会社である宇都宮郷の森斎場株

式会社、それぞれの金融機関等からの借入金に対して

担保提供しております。 

※３ このうち下記のとおり担保に供しています。 

土地7,964,640千円を関係会社である株式会社フラ

ッグスの金融機関等からの借入金に対して担保提供し

ております。 

また、投資有価証券500千円を特別目的会社である

吹田キャンパスサービス株式会社、投資有価証券

1,000千円を特別目的会社である宇都宮郷の森斎場株

式会社、それぞれの金融機関等からの借入金に対して

担保提供しております。 

※４ 事業用土地の再評価 

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）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、再評価に係る繰延税金を固定負債に、土地再評価

差額金を純資産の部にそれぞれ計上しております。 

※４ 事業用土地の再評価 

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）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、再評価に係る繰延税金を固定負債に、土地再評価

差額金を純資産の部にそれぞれ計上しております。 

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１号に定める標準地

の公示価格に基づいて、合理的な調整を行って算出し

ております。 

再評価の方法 

同左 

再評価を行った年月日        平成14年３月31日 再評価を行った年月日        平成14年３月31日 



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 工事進行基準による完成工事高は27,006,495千円で

あります。 

※１ 工事進行基準による完成工事高は33,706,641千円で

あります。 

※２ 販売用不動産は収益性の低下に基づく簿価切下後の

金額であり、販売用不動産評価損が以下の科目に含ま

れております。 

兼業事業売上原価 85,633千円

※２ 販売用不動産は収益性の低下に基づく簿価切下後の

金額であり、販売用不動産評価損が以下の科目に含ま

れております。 

兼業事業売上原価 200,628千円

※３ このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。 

※３ このうち、主要な費目の金額は次のとおりでありま

す。 

従業員給料手当 2,749,257千円

退職給付費用 216,176千円

貸倒引当金繰入額 4,480千円

従業員給料手当 2,472,973千円

退職給付費用 247,995千円

貸倒引当金繰入額 51,186千円

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は、

69,352千円であります。 

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は、

102,063千円であります。 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物・構築物 1,561千円

機械・運搬具 1,250千円

工具器具備品 5,119千円

  計 7,931千円

建物・構築物 2,338千円

工具器具備品 1,233千円

  計 3,572千円

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

機械・運搬具 239千円 機械・運搬具 446千円

工具器具備品 11千円

  計 457千円

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。  

※５                 ―――――― 

場所 用途 種類 

神奈川県相模原市 賃貸用資産 土地 

当社は、原則として、資産を賃貸用資産、共用資産

に分け、さらに賃貸用資産については物件毎にグルー

ピングを行っております。 

当連結会計年度において、賃貸用資産のうち、時価

が著しく下落した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（232,714千

円）として特別損失に計上しました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地については、不動産鑑定

価額により評価しております。  



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加757株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

平成19年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,564千円 

１株当たり配当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.00円 

基準日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成19年３月31日 

効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成19年６月28日 

３．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 

平成20年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,561千円 

配当の原資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益剰余金 

１株当たり配当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.00円 

基準日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成20年３月31日 

効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成20年６月27日 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  21,720,000  －  －  21,720,000

     合計  21,720,000  －  －  21,720,000

 自己株式         

   普通株式（注）  7,027  757  －  7,784

     合計  7,027  757  －  7,784



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加877株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

平成20年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,561千円 

１株当たり配当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.00円 

基準日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成20年３月31日 

効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成20年６月27日 

３．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 

平成21年６月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

配当金の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,556千円 

配当の原資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益剰余金 

１株当たり配当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.00円 

基準日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成21年３月31日 

効力発生日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成21年６月26日 

  

  
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  21,720,000  －  －  21,720,000

     合計  21,720,000  －  －  21,720,000

 自己株式         

   普通株式（注）  7,784  877  －  8,661

     合計  7,784  877  －  8,661



（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４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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20年３月31日現在）

現金預金勘定 1,484,040千円

現金同等物（預け金） 9,781,904千円

現金及び現金同等物 11,265,945千円

（平成21年３月31日現在）

 

現金預金勘定 7,621,252千円

現金及び現金同等物 7,621,252千円

※２ 当連結会計年度に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     

   株式の売却により小田急設備株式会社が連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う

支出は次のとおりであります。 

※２                ―――――― 

流動資産 3,972,029千円

固定資産 143,568千円

流動負債 △2,746,144千円

固定負債 △160,786千円

少数株主持分 △580,159千円

その他有価証券評価差額金 △45,083千円

株式売却損 △9,452千円

小田急設備㈱の株式売却価額 573,970千円

小田急設備㈱現金及び現金同等

物 
△1,884,922千円

差引：連結範囲の変更を伴う子

会社株式の売却に伴う支出 
△1,310,951千円

 

※３                ―――――― ※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡により

減少した資産及び負債の主な内訳 

   軌道保守管理業の小田急設備株式会社（現 株式会

社小田急エンジニアリング）への移転に伴う資産及び

負債の内訳並びに収入は次のとおりであります。 

  固定資産 8,701千円

事業分離における移転利益 791,298千円

事業移転による収入 800,000千円



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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おります。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売及び賃貸等に関する事業 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度13,942,542千円であり、その主

なものは、親会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等で

あります。 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）において本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）において海外売上高がないため該当事項はありま

せん。 

（セグメント情報）

a.事業の種類別セグメント情報

項目 
建設事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

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 73,411,300 998,073 74,409,374  － 74,409,374

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －  (－) －

計 73,411,300 998,073  74,409,374  (－) 74,409,374

営業費用 71,493,318 775,962 72,269,280  (－) 72,269,280

営業利益 1,917,982 222,110 2,140,093  (－) 2,140,093

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 52,039,755 2,219,284 54,259,040  13,942,542 68,201,583

減価償却費 209,518 105,880 315,398  6,054 321,452

資本的支出 125,685 1,290 126,975  7,088 134,064

b.所在地別セグメント情報

c.海外売上高



 （注）１． １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ２． １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付等に関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 387.35円 

１株当たり当期純利益金額 21.73円 

１株当たり純資産額 370.23円 

１株当たり当期純利益金額 16.45円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益 （千円）  471,878  357,202

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益 （千円）  471,878  357,202

期中平均株式数 （株）  21,712,622  21,711,767

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額 （千円）  8,410,195  8,038,155

純資産の部の合計額から控除する金額 
 －  －

  （千円） 

普通株式に係る期末の純資産額 
 8,410,195  8,038,155

  （千円） 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
 21,712,216  21,711,339

期末の普通株式の数 （株） 

（重要な後発事象）

（開示の省略）



（１）受注実績 

  

（２）売上実績 

（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は、記載しておりません。

５．生産、受注及び販売の状況

区分 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建設事業  83,702  100.0  62,232  100.0  △25.7

合計  83,702  100.0  62,232  100.0  △25.7

区分 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建設事業  79,262  98.6  73,411  98.7  △7.4

不動産事業  1,159  1.4  998  1.3  △13.9

合計  80,422  100.0  74,409  100.0  △7.5



６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,463,504 7,050,670

受取手形 870,898 424,235

完成工事未収入金 19,307,413 26,843,866

販売用不動産 1,056,221 664,063

未成工事支出金 7,148,518 6,664,540

前払費用 64,403 56,144

繰延税金資産 413,366 495,359

預け金 9,781,904 －

その他 614,780 1,859,332

流動資産合計 40,721,011 44,058,213

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,174,089 5,132,200

減価償却累計額 △2,958,064 △3,052,540

建物（純額） 2,216,024 2,079,660

構築物 326,548 319,930

減価償却累計額 △268,612 △273,567

構築物（純額） 57,935 46,362

機械及び装置 3,856 3,856

減価償却累計額 △3,513 △3,576

機械及び装置（純額） 342 279

工具器具・備品 128,133 130,253

減価償却累計額 △74,279 △89,733

工具器具・備品（純額） 53,854 40,519

土地 13,746,514 13,722,626

リース資産 － 17,674

減価償却累計額 － △3,477

リース資産（純額） － 14,197

有形固定資産計 16,074,671 15,903,645

無形固定資産   

電話加入権 17,269 17,269

ソフトウエア 282,309 275,966

無形固定資産計 299,578 293,235

投資その他の資産   

投資有価証券 5,641,927 3,408,894

関係会社株式 89,850 89,850

破産更生債権等 14,029 62,480

繰延税金資産 701,265 1,092,413

その他 871,825 608,794

貸倒引当金 △14,560 △63,011

投資その他の資産計 7,304,336 5,199,421

固定資産合計 23,678,586 21,396,302

資産合計 64,399,598 65,454,516



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,586,706 3,070,831

工事未払金 20,729,145 21,120,280

短期借入金 12,335,000 14,588,000

未払金 394,687 224,644

未払法人税等 534,077 716,450

未払消費税等 481,642 398,090

未払費用 72,818 78,075

未成工事受入金 8,630,726 9,493,306

預り金 564,253 562,466

前受収益 31,867 31,867

完成工事補償引当金 122,639 129,893

その他 9,523 12,481

流動負債合計 46,493,087 50,426,387

固定負債   

長期借入金 5,364,000 2,896,000

退職給付引当金 2,519,093 2,541,975

再評価に係る繰延税金負債 1,615,913 1,607,971

受入敷金保証金 302,390 302,390

その他 55,012 49,686

固定負債合計 9,856,409 7,398,024

負債合計 56,349,496 57,824,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金   

資本準備金 1,561,846 1,561,846

資本剰余金合計 1,561,846 1,561,846

利益剰余金   

利益準備金 271,500 271,500

その他利益剰余金   

別途積立金 1,050,000 1,150,000

繰越利益剰余金 1,931,878 2,036,643

利益剰余金合計 3,253,378 3,458,143

自己株式 △2,065 △2,235

株主資本合計 5,899,160 6,103,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 585,134 △27,884

土地再評価差額金 1,565,807 1,554,233

評価・換算差額等合計 2,150,941 1,526,349

純資産合計 8,050,102 7,630,104

負債純資産合計 64,399,598 65,454,516



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

完成工事高 72,857,436 70,084,204

兼業事業売上高 1,175,391 1,014,775

売上高合計 74,032,828 71,098,980

売上原価   

完成工事原価 67,161,105 63,792,687

兼業事業売上原価 726,669 634,479

売上原価合計 67,887,774 64,427,166

売上総利益   

完成工事総利益 5,696,331 6,291,517

兼業事業総利益 448,722 380,296

売上総利益合計 6,145,053 6,671,813

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 4,864,694 4,663,613

営業利益 1,280,358 2,008,199

営業外収益   

受取利息 18,363 7,264

受取配当金 117,563 112,507

受取保険金 － 53,984

雑収入 40,984 16,691

営業外収益合計 176,911 190,448

営業外費用   

支払利息 261,495 272,299

雑支出 3,008 570

営業外費用合計 264,503 272,869

経常利益 1,192,766 1,925,778

特別利益   

前期損益修正益 72,437 10,262

投資有価証券売却益 30,460 －

関係会社株式売却益 547,970 －

事業分離における移転利益 － 791,298

その他 97 6,692

特別利益合計 650,967 808,252

特別損失   

固定資産除売却損 3,093 2,581

投資有価証券評価損 － 1,429,935

減損損失 232,714 －

訴訟和解金 3,000 582

違約金 96,954 －

その他 55,532 20,185

特別損失合計 391,295 1,453,284

税引前当期純利益 1,452,438 1,280,747

法人税、住民税及び事業税 529,000 1,043,000

法人税等調整額 △379 △64,004

法人税等合計 528,620 978,995

当期純利益 923,818 301,752



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,086,000 1,086,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,086,000 1,086,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,561,846 1,561,846

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,561,846 1,561,846

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 271,500 271,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 271,500 271,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 950,000 1,050,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 100,000

当期変動額合計 100,000 100,000

当期末残高 1,050,000 1,150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,470,597 1,931,878

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 923,818 301,752

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

当期変動額合計 461,281 104,764

当期末残高 1,931,878 2,036,643

利益剰余金合計   

前期末残高 2,692,097 3,253,378

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 923,818 301,752

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

当期変動額合計 561,281 204,764

当期末残高 3,253,378 3,458,143



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,870 △2,065

当期変動額   

自己株式の取得 △194 △170

当期変動額合計 △194 △170

当期末残高 △2,065 △2,235

株主資本合計   

前期末残高 5,338,073 5,899,160

当期変動額   

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 923,818 301,752

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

自己株式の取得 △194 △170

当期変動額合計 561,086 204,594

当期末残高 5,899,160 6,103,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,709,396 585,134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,124,262 △613,018

当期変動額合計 △1,124,262 △613,018

当期末残高 585,134 △27,884

土地再評価差額金   

前期末残高 1,311,835 1,565,807

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 253,972 △11,573

当期変動額合計 253,972 △11,573

当期末残高 1,565,807 1,554,233

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,021,232 2,150,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △870,290 △624,592

当期変動額合計 △870,290 △624,592

当期末残高 2,150,941 1,526,349

純資産合計   

前期末残高 8,359,305 8,050,102

当期変動額   

剰余金の配当 △108,564 △108,561

当期純利益 923,818 301,752

土地再評価差額金の取崩 △253,972 11,573

自己株式の取得 △194 △170

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △870,290 △624,592

当期変動額合計 △309,203 △419,997

当期末残高 8,050,102 7,630,104



 該当事項はありません。 

（１）受注実績 

（２）売上実績 

（３）手持工事高 

(1）役員の異動 

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。 

  

(2）その他 

該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

７．受注実績・売上実績・手持工事高

区分 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築工事  52,030  66.5  42,292  70.1  △18.7

土木工事  26,256  33.5  18,066  29.9  △31.2

合計  78,287  100.0  60,358  100.0  △22.9

区分 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築工事  48,287  65.2  49,569  69.7  2.7

土木工事  24,569  33.2  20,514  28.9  △16.5

建設事業計  72,857  98.4  70,084  98.6  △3.8

不動産事業  1,175  1.6  1,014  1.4  △13.7

合計  74,032  100.0  71,098  100.0  △4.0

区分 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築工事  39,567  65.0  32,290  63.1  △18.4

土木工事  21,320  35.0  18,872  36.9  △11.5

合計  60,888  100.0  51,162  100.0  △16.0

８．その他
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