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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,735 6.2 3,362 △16.0 3,513 △15.6 1,741 △25.7

20年3月期 43,072 11.3 4,004 15.5 4,164 15.1 2,345 16.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 83.27 ― 5.8 7.8 7.4
20年3月期 112.44 ― 8.0 9.3 9.3

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 43,975 30,646 69.7 1,458.93
20年3月期 46,056 29,869 64.9 1,433.43

（参考） 自己資本   21年3月期  30,646百万円 20年3月期  29,869百万円

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 5,615 △4,317 392 8,213
20年3月期 2,308 △3,124 △297 6,522

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 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 ― 0.00 ― 15.00 15.00 312 13.3 1.1
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 315 18.0 1.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 15.00 15.00 15.4

3.  22年3月期の業績予想（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）

 

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

17,500 16.9 1,600 106.2 1,700 114.4 1,000 124.7 47.60

通期 42,000 △8.2 3,400 1.1 3,550 1.1 2,050 17.7 97.59



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期 21,858,491株 20年3月期 21,158,491株

② 期末自己株式数 21年3月期  852,347株 20年3月期  321,090株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成22年３月期の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性
があります。なお、前項の予想に関連する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

 ①当事業年度における経営成績

　当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響により、円高の急速な進行から輸出主導の成長を続けてきた

国内企業の収益が大幅に悪化したことに加え、国内外需要の大幅な減少から、設備投資の減退や雇用環境が悪化する

など、景気は後退局面を迎える結果となりました。

　建設業界におきましては、これまで、建設投資の減少を補ってきた民間設備投資が企業収益の悪化により大幅に減

少したことや、公共建設投資の減少傾向に歯止めが掛らないなど、非常に厳しい受注環境となりました。

　このような状況のなかで当社は、顧客志向の提案営業力の強化を目指し、建築事業分野では、顧客満足および技術・

品質を追求した商品の提供や債権回収リスクを考慮した受注物件の選別などを行うとともに、土木事業分野では、総

合評価方式に対応できる、技術力、提案力、積算力など総合力の強化を図り、受注および利益の確保に努めてまいり

ました。

 
　利益につきましては、売上高は増加したものの、取引先破綻に伴う貸倒引当金を計上したことにより販売費及び一

般管理費が大幅に増加したため、営業利益は33億６千２百万円（前期比16.0％減）、経常利益は35億１千３百万円（前

期比15.6％減）、当期純利益は、株価下落により投資有価証券評価損を計上したことから、17億４千１百万円（前期

比25.7％減）となりました。

 (建設部門）

　建設部門においては、受注高につきましては、370億１百万円（前事業年度比10.4％減）となりましたが、完成工事

高は前事業年度からの大型繰越工事の完成が寄与したことから、453億２千５百万円（前事業年度比6.7％増）となり

ました。

 （不動産部門）

 不動産部門においては、販売物件が無く、賃貸収入主体の売上であったことから、売上高は４億９百万円（前事業

年度比 28.6％減）となりました。

 

 ②次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の深刻化や企業収益の悪化などにより、引き続き先行きの不透明

感は払拭できない状況が続くものと思われます。

　建設業界におきましては、公共建設投資は引き続き回復が期待できないことに加え、民間建設投資においても昨年

度後半からの企業収益の悪化による設備投資の大幅な減少が見込まれます。このようにかつて無い厳しい経営環境に

なることから少ない建設投資額をめぐってさらに競争が激化することが予想されます。

　当社といたしましては、激変する受注環境に対応するため、営業、土木、建築部門の事業体制を刷新し、お客様の

高度化、多様化するニーズに応え受注の確保に取り組んでまいります。また、鉄道工事をはじめとして公共性の高い

事業が多いことから、工事施工に際しては「安全」を最優先した取り組みを実施しております。今年度は「『より高

いステージをめざして』創り上げよう！安心現場、達成するぞ！受注目標」を経営スローガンに、安全、受注、利益、

技術・品質、人材育成を経営方針の柱として、その課題克服と経営目標の達成に向け、全役員社員が一丸となって努

力してまいる所存であります。

 



(2）財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

　資産合計は、有形固定資産が建物・車両運搬具の取得に伴い増加しましたが、繰越工事の減少に伴い未成工事支

出金が減少したことや投資有価証券の減少等により、前事業年度末比20億８千万円（4.5％）減少し、439億７千５

百万円となりました。

　負債合計は、工事完成に伴い未成工事受入金が減少したことを主因といたしまして、前事業年度末比28億５千８

百万円（17.7％）減少し、133億２千９百万円となりました。

　また純資産合計は、その他有価証券評価差額金の減少もありましたが、前事業年度末比７億７千７百万円

（2.6％）増加し、306億４千６百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、56億１千５百万円の収入超過（前事業年度は23億８百万円の収入超過）

となりました。これは、工事完成に伴う未成工事受入金の減少もありましたが、減価償却費の増加や繰越工事の減

少による未成工事支出金の減少又売上債権の減少が上回ったことにより収入超過となったものです。

　また、投資活動によるキャッシュ・フローは、43億１千７百万円の支出超過（前事業年度31億２千４百万円の支

出超過）となりました。この要因は、線路メンテナス工事用の大型保線機械購入や賃貸目的の建物購入により、有

形固定資産の取得による支出54億４千３百万円および有価証券の取得による支出114億９千２百万円並びに償還・売

却による収入126億２千万円等によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入および配当金の支払等により３億９千２百万円の

収入超過（前事業年度２億９千７百万円の支出超過）となりました。

　この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末比16億９千万円増加し、82億１千３百万円となりま

した。

 

 キャッシュ・フロー関連指標の推移

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（％） 65.1 64.9 69.7

時価ベースの自己資本比率（％） 41.9 33.9 30.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 10.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 381.0 － 603.4

 （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

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

 ※営業キャッシュ・フローおよび利払いは、それぞれキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローおよび利息の支払額を使用しております。

 ※有利子負債は、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。

 ※平成１９年３月期および平成２０年３月期における、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」については、有利

子負債が存在しないため、また、平成２０年３月期における「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、

利払いが無いため記載しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

  当社の配当政策につきましては、数年間の業績を考慮のうえ安定的な配当の継続を重視し、記念すべき節目には経

営成績の状況や今後の事業展開等を勘案し記念配当などを実施し、株主の皆様へ利益還元を図っていくことを基本方

針にしております。

　当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき前期と同額の１株当たり１５円の普通配当を株主総会に提案さ

せて頂く予定であります。次期の配当金につきましても１株につき１５円の普通配当を予定しております。

　また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開および大型保線機械の更新のために有効的な投資をしていき

たいと考えております。

 



(4）事業等のリスク

　当社の経営成績および投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、主として以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成21年３月31日現在）において判断した

ものであります。

 ① 建設市場の動向

　当社の受注・売上高は国内の建設投資動向による影響を受けるため、今後想定外に官公庁及び民間建設投資が

急激に減少した場合には業績に影響を与える可能性があります。

 ② 工事事故の発生

　当社は工事の施工に際しては、鉄道工事を始めとして公共性の高い事業が多いことから「安全の確保」を最優

先した取り組みを実施しておりますが、万が一死亡に直結するなどの重大事故が発生した場合、発注者からの信

用・信頼の失墜につながり、業績などに影響を及ぼす可能性があります。

 ③ 原材料価格の高騰

　主要建設資材などが急激に高騰し、請負金額に反映することが困難で価格へ転嫁できない場合や想定外に材料

費や労務費などの価格が急騰したときには業績などに影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 法令遵守違反等のリスク

　当社は法令遵守の徹底を図るために「企業倫理規則」、「倫理・法令遵守委員会規則」の制定および「倫理・

法令遵守委員会」の活動や各種マニュアルの作成、教育を通じ、役員・社員に徹底した法令遵守への取り組みを

行なっております。しかし、何らかの理由で、法令遵守違反などが発生した場合に社会的信用および信頼を損な

うなど、業績などに影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 信用リスク

　当社は取引先の与信管理を行いリスク回避に努めておりますが、予想されない取引先の倒産等により貸倒れが

発生した場合は、当社の業績などに影響を及ぼす可能性があります。また、工事施工中に協力会社や共同施工会

社が倒産等に陥った場合には、工期に影響を及ぼすとともに予定外の費用が発生し、当社の業績等に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ⑥ 特定の取引先への依存度について

　当社は、鉄道工事に特性を有する総合建設業であり、東日本旅客鉄道株式会社への売上高の比率が高くなって

おります。このことは、当社が創業以来、培ってきた鉄道工事における専門技術力と永年にわたる同社との信頼

関係によるものであります。

しかしながら、同社が何らかの理由により設備投資額または当社との取引を削減しなければならなくなった場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦ 朱鷺メッセ連絡デッキ崩落事故にかかる訴訟について

　当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下した事故について平成16年９月７日付（訴状通達は17日）で、

新潟県から民法719条の「連帯して全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工事の設計、工事監理、施

工を行った関係６社に対して８億９千４百万円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、現在も訴訟手続中でありま

す。

当社といたしましては、訴訟のなかで当社の正当性を主張していく方針であります。

 

 

 



２．企業集団の状況

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（第一建設工業株式会社）および子会社２社で構成され、主とし

て建設事業および不動産事業を展開しており、当企業集団に係る位置づけは、次のとおりであります。

(建設事業）

当社が建設工事の施工を行うほか、子会社の(株)ホームテック・旭、（株）シビル旭が建築および土木の小額工事の施

工を行っており、その一部を当社が発注しております。

(不動産事業）

当社および(株)ホームテック・旭、が不動産の売買、賃貸および仲介などを行っております。

 事業の系統図は、次のとおりであります。

 

 得意先 

当社 

工事施工 

建設事業 不動産事業 

（子会社）㈱ホームテック・旭 

建設事業 不動産事業 

（子会社）㈱シビル旭 

建設事業 

工事施工 不動産売買等 工事施工 不動産売買等 

工事施工 不動産賃貸 工事施工 不動産賃貸 

 

 



３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、社会的資産の形成や鉄道を中心とした輸送ネットワークなど公益性の高い建設事業を担う企業として、「安

全・安心」を最優先した企業風土の構築と取り組みを実践しております。また、常に技術力の向上に努め、高品質で

安全性に優れ、心から喜んでもらえる技術・商品の提供を目指し、顧客から高い満足を得られる企業づくりに邁進し

ていきます。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、大切な経営姿勢の一つとして「堅実で財務内容の良好な企業」を目指し、今後も、量より質をターゲット

として収益性が高く、高効率な経営を実践していくことを目標にしております。

さらに、どのような環境下においても本業での成果をあらわす営業利益率を５％以上とすることを目標とし、常に一

定の利益を確保できる収益基盤の確立に努めていきます。

ちなみに、平成21年３月期の営業利益率は7.4％となりました。

 

(3）中期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

　今後、建設市場全体の規模の縮小と市場構造の変化および様々な発注方式の導入などにより受注競争はさらに激化

が予想され、依然として厳しい経営環境が続くものと判断しております。

　当社が目指す方向は、どのような環境変化に対しても的確に対応できるしなやかな経営基盤の確立であります。そ

のためには、会社の現状に満足することなく、安全、営業、技術、品質、財務などあらゆる面において、さらに高い

ステージを目指すことであります。

　当社は当面の対処すべき事柄として、「さらなる安全の向上」、「信用・信頼の獲得」、「受注の確保」、「高品

質の提供」、「技術力の向上」などを重要な課題として位置づけ、以下に掲げる個別課題の解決に取り組んでいく方

針であります。

 

① 鉄道の安全・安定輸送の一翼を担う責務として「安全を最優先する企業」および「安全ルールの遵守」に徹底して

取り組むことによって、社会や発注者から信頼される企業を目指していきます。

② 建設事業をとおして社会や顧客から信頼されるパートナーとして、環境を大切にし自然との共生を図りながら、地

域社会の発展に寄与していきます。また、社会的信用や信頼の獲得を目標に、コンプライアンスを徹底し、ＣＳＲ

（企業の社会的責任）を自覚した行動に努めていきます。

③ 建設市場の縮小するなか、受注獲得に向け、新しい技術・工法の導入および商品開発や企画提案技術の向上に積極

的に取り組み、総合技術力で高い評価をいただける技術集団を目指していきます。

④ 自社のオリジナルな商品の開発・販売および顧客の資産活用を支援するＦＡ事業の全社展開を推進し、地域ユー

ザーを大切にした営業の展開に取り組んでいきます。 

⑤ 品質要求への顧客ニーズの高まりを的確に把握し、いかに顧客の期待以上に喜びや満足を提供できるかを常に考え、

さらに品質面での高い感動レベル追求に取り組んでいきます。

 ⑥ 東日本旅客鉄道株式会社より受託している線路メンテナンス工事に必要な大型保線機械の更新を実施中であります。

今後も、長期にわたり設備投資が見込まれるため、資金調達を含めた計画的な更新を実施していきます。



４．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 6,522,351 8,213,201

受取手形 1,744,112 492,006

完成工事未収入金 9,890,314 10,121,286

有価証券 2,118,488 1,019,539

販売用不動産 464,817 372,468

未成工事支出金 9,105,146 4,122,722

繰延税金資産 418,450 432,484

未収入金 － 470,637

その他 364,252 111,741

貸倒引当金 △2,380 △147,080

流動資産合計 30,625,552 25,209,007

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,299,346 ※1  5,755,972

減価償却累計額 △1,420,922 △1,569,183

建物（純額） 1,878,424 4,186,789

構築物 229,547 349,507

減価償却累計額 △108,880 △128,891

構築物（純額） 120,666 220,615

機械及び装置 385,591 433,481

減価償却累計額 △292,249 △327,794

機械及び装置（純額） 93,342 105,687

車両運搬具 6,931,478 8,347,925

減価償却累計額 △3,440,213 △3,662,438

車両運搬具（純額） 3,491,264 4,685,487

工具器具・備品 242,401 235,535

減価償却累計額 △181,220 △193,500

工具器具・備品（純額） 61,181 42,034

土地 ※1  3,194,395 ※1  3,735,499

有形固定資産計 8,839,274 12,976,113

無形固定資産   

ソフトウエア 18,004 11,028

電話加入権 16,926 16,926

その他 131 86

無形固定資産計 35,062 28,041



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,972,966 4,270,940

関係会社株式 35,771 35,771

従業員に対する長期貸付金 2,546 1,939

破産債権、更生債権等 225,943 325,514

長期前払費用 7,766 10,608

繰延税金資産 － 798,886

その他 311,372 318,995

貸倒引当金 － △100

投資その他の資産計 6,556,367 5,762,557

固定資産合計 15,430,704 18,766,712

資産合計 46,056,256 43,975,720

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,707,184 3,279,387

工事未払金 3,950,059 3,893,441

未払金 93,073 64,906

未払費用 874,176 834,633

未払法人税等 1,326,678 1,223,279

未成工事受入金 4,677,317 1,578,330

預り金 55,446 262,981

完成工事補償引当金 47,280 26,960

工事損失引当金 72,230 79,540

賠償損失引当金 103,000 103,000

役員賞与引当金 19,360 15,560

その他 164,382 228,428

流動負債合計 15,090,187 11,590,449

固定負債   

長期借入金 － 592,210

繰延税金負債 65,280 －

退職給付引当金 864,938 905,437

その他 166,801 241,001

固定負債合計 1,097,020 1,738,648

負債合計 16,187,207 13,329,098



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,053,175 3,302,375

資本剰余金   

資本準備金 3,089,195 3,338,395

その他資本剰余金 1,287 1,095

資本剰余金合計 3,090,482 3,339,490

利益剰余金   

利益準備金 321,293 321,293

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 129,079 128,879

別途積立金 19,210,000 21,210,000

繰越利益剰余金 3,459,100 2,888,479

利益剰余金合計 23,119,474 24,548,653

自己株式 △209,151 △591,529

株主資本合計 29,053,981 30,598,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 815,067 47,631

評価・換算差額等合計 815,067 47,631

純資産合計 29,869,048 30,646,622

負債純資産合計 46,056,256 43,975,720



（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 42,498,952 45,325,528

不動産事業売上高 573,894 409,739

売上高合計 43,072,847 45,735,268

売上原価   

完成工事原価 36,236,572 38,848,243

不動産事業売上原価 367,224 ※1  357,639

売上原価合計 36,603,797 39,205,883

売上総利益   

完成工事総利益 6,262,380 6,477,285

不動産事業総利益 206,670 52,100

売上総利益合計 6,469,050 6,529,385

販売費及び一般管理費   

役員報酬 154,334 158,811

役員賞与引当金繰入額 19,360 15,560

従業員給料手当 1,253,971 1,242,931

退職給付費用 39,403 37,645

法定福利費 168,920 166,174

福利厚生費 41,484 48,036

修繕維持費 28,098 50,629

事務用品費 84,521 78,120

通信交通費 132,846 134,914

動力用水光熱費 15,577 16,414

調査研究費 890 920

広告宣伝費 53,319 67,211

貸倒引当金繰入額 － 640,975

交際費 48,583 49,506

寄付金 5,508 5,040

地代家賃 89,365 83,586

減価償却費 37,093 37,083

租税公課 77,569 86,219

保険料 65,618 66,593

雑費 147,969 180,195

販売費及び一般管理費合計 ※2  2,464,435 ※2  3,166,571

営業利益 4,004,614 3,362,813



（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) 

営業外収益   

受取利息 11,296 11,933

有価証券利息 18,164 16,239

受取配当金 94,235 86,811

受取地代家賃 20,375 26,209

雑収入 36,916 25,695

営業外収益合計 180,987 166,889

営業外費用   

支払利息 315 9,306

投資有価証券評価損 15,057 －

株式交付費 － 2,563

売上債権売却損 － 2,476

雑支出 5,972 2,090

営業外費用合計 21,345 16,437

経常利益 4,164,255 3,513,265

特別利益   

固定資産売却益 ※3  5,146 －

貸倒引当金戻入額 9,418 －

特別利益合計 14,564 －

特別損失   

固定資産売却損 ※4  10,309 ※4  48,564

固定資産除却損 ※5  19,223 ※5  9,968

販売用不動産評価損 － ※1  29,871

投資有価証券評価損 － 408,113

賠償損失引当金繰入額 103,000 －

特別損失合計 132,532 496,519

税引前当期純利益 4,046,288 3,016,746

法人税、住民税及び事業税 1,759,000 1,633,000

法人税等調整額 △57,795 △357,993

法人税等合計 1,701,204 1,275,006

当期純利益 2,345,083 1,741,740



（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 3,053,175 3,053,175

当期変動額   

新株の発行 － 249,200

当期変動額合計 － 249,200

当期末残高 3,053,175 3,302,375

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,089,195 3,089,195

当期変動額   

新株の発行 － 249,200

当期変動額合計 － 249,200

当期末残高 3,089,195 3,338,395

その他資本剰余金   

前期末残高 1,076 1,287

当期変動額   

自己株式の処分 210 △191

当期変動額合計 210 △191

当期末残高 1,287 1,095

資本剰余金合計   

前期末残高 3,090,272 3,090,482

当期変動額   

自己株式の処分 210 △191

新株の発行 － 249,200

当期変動額合計 210 249,008

当期末残高 3,090,482 3,339,490

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 321,293 321,293

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 321,293 321,293

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 129,406 129,079

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △326 △200

当期変動額合計 △326 △200

当期末残高 129,079 128,879



（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) 

別途積立金   

前期末残高 17,410,000 19,210,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,800,000 2,000,000

当期変動額合計 1,800,000 2,000,000

当期末残高 19,210,000 21,210,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,174,652 3,459,100

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 326 200

別途積立金の積立 △1,800,000 △2,000,000

剰余金の配当 △260,962 △312,561

当期純利益 2,345,083 1,741,740

当期変動額合計 284,447 △570,620

当期末残高 3,459,100 2,888,479

利益剰余金合計   

前期末残高 21,035,353 23,119,474

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △260,962 △312,561

当期純利益 2,345,083 1,741,740

当期変動額合計 2,084,121 1,429,179

当期末残高 23,119,474 24,548,653

自己株式   

前期末残高 △171,854 △209,151

当期変動額   

新株の発行 － △498,400

自己株式の取得 △38,118 △19,215

自己株式の処分 821 135,237

当期変動額合計 △37,296 △382,377

当期末残高 △209,151 △591,529

株主資本合計   

前期末残高 27,006,945 29,053,981

当期変動額   

剰余金の配当 △260,962 △312,561

当期純利益 2,345,083 1,741,740

自己株式の取得 △38,118 △19,215

自己株式の処分 1,032 135,045

当期変動額合計 2,047,035 1,545,009



（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) 

当期末残高 29,053,981 30,598,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,538,420 815,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △723,352 △767,435

当期変動額合計 △723,352 △767,435

当期末残高 815,067 47,631

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,538,420 815,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △723,352 △767,435

当期変動額合計 △723,352 △767,435

当期末残高 815,067 47,631

純資産合計   

前期末残高 28,545,366 29,869,048

当期変動額   

剰余金の配当 △260,962 △312,561

当期純利益 2,345,083 1,741,740

自己株式の取得 △38,118 △19,215

自己株式の処分 1,032 135,045

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △723,352 △767,435

当期変動額合計 1,323,682 777,573

当期末残高 29,869,048 30,646,622



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 4,046,288 3,016,746

減価償却費 762,880 1,163,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,418 640,909

工事損失引当金の増減額（△は減少） 29,790 7,310

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,266 △3,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,617 40,498

賠償損失引当金の増減額（△は減少） 103,000 －

受取利息及び受取配当金 △123,696 △114,984

支払利息 315 9,306

投資有価証券評価損益（△は益） 15,057 408,113

投資有価証券売却損益（△は益） △4,913 △481

有形固定資産売却損益（△は益） 5,162 48,564

有形固定資産除却損 13,555 10,363

売上債権の増減額（△は増加） △1,979,681 1,021,133

未成工事支出金の増減額（△は増加） △545,594 4,378,749

販売用不動産の増減額（△は増加） 147,709 92,348

未収入金の増減額（△は増加） 74,923 △167,710

仕入債務の増減額（△は減少） △168,191 △484,414

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,322,684 △3,098,986

その他の流動負債の増減額（△は減少） △136,282 177,667

長期預り金の増減額（△は減少） － 74,200

未払消費税等の増減額（△は減少） 281,356 87,365

その他 8,262 △60,989

小計 3,827,855 7,245,458

利息及び配当金の受取額 124,320 114,807

利息の支払額 △315 △9,306

法人税等の支払額 △1,642,937 △1,735,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,308,922 5,615,195

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,098,110 △11,492,233

有価証券の売却及び償還による収入 2,000,000 12,620,000

有形固定資産の取得による支出 △2,051,917 △5,443,206

有形固定資産の売却による収入 155,354 21,099

投資有価証券の取得による支出 △325,729 △118,275

投資有価証券の売却及び償還による収入 196,637 102,291

貸付金の回収による収入 － 603

その他 △496 △7,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,124,261 △4,317,331



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 712,000

長期借入金の返済による支出 － △119,789

配当金の支払額 △260,548 △315,054

自己株式の取得による支出 － △19,215

自己株式の売却による収入 － 135,045

その他 △37,086 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,634 392,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,112,973 1,690,849

現金及び現金同等物の期首残高 7,635,324 6,522,351

現金及び現金同等物の期末残高 6,522,351 8,213,201



（５）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（６）重要な会計方針

 
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）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

……償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式……移動平均法による原価法 子会社株式      同左

 その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

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・償却原

価法

時価のないもの

同左

 　なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

２．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 販売用不動産

……個別法による原価法（貸借対照表

価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定）

 （会計方針の変更）

　　　販売用不動産は、従来個別法による

原価法によっておりましたが、当事業

年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴

い、個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）により算定して

おります。

　これにより、営業利益及び経常利益

は、それぞれ62,477千円又税引前当期

純利益は、92,348千円減少しておりま

す。

未成工事支出金……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 不動産事業支出金…個別法による原価法



 
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）

 材料貯蔵品…………移動平均法による原価

法

材料貯蔵品

…………移動平均法による原価法（貸

借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法により

算定）

 （会計方針の変更）

　材料貯蔵品は、従来移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、当事

業年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）により算

定しております。

　これによる損益の影響はありません。

３．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（附属設備を除く）は定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）は定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

 建物・構築物 15～50年

機械・運搬具・工具器具

備品
５～10年

建物・構築物 15年～50年

機械装置 ６年

車両運搬具・工具器具・

備品
５年～10年　

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を改正す

る政令　平成19年３月30日政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

資産については、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

　なお、平成19年３月31日以前に取得した

資産については、償却可能限度額まで償却

が終了した翌事業年度から、５年間で均等

償却する方法によっております。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

　当社の機械装置については、従来、耐用

年数を５年～10年としておりましたが、当

事業年度より６年に変更いたしました。

　この変更は、法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律　平成20年４月

30日法律第23号）及び（所得税法等の一部

を改正する法律附則第119条２の規定によ

る経過措置を定める政令　平成20年４月30

日政令第164号））により、耐用年数を見

直した結果によるものです。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

無形固定資産

同左

 

 



 
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）

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等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おります。

　また、個別引当の貸倒引当金について破

産債権、更生債権等から15,658千円を直接

控除しております。

貸倒引当金

　売上債権、貸付金等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おります。

　また、個別引当の貸倒引当金について破

産債権、更生債権等から511,767千円を直

接控除しております。

 完成工事補償引当金

　完成工事に係るかし担保の費用に備える

ため、過去の実績をもとにした補償見積額

を計上しております。

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、

当事業年度末における未引渡工事の損失見

込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

 賠償損失引当金

　工事入札に係る損害賠償請求訴訟につい

て、将来の損害賠償の支出に備えるため、

合理的と考えられる見積額を計上しており

ます。

賠償損失引当金

同左

 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当事業年度負

担額を計上しております。

役員賞与引当金

同左

 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

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（15年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。

退職給付引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

――――――



 
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）

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手元現金、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

投資からなっております。

同左

７．繰延資産の処理方法 ―――――― 　株式交付費は、支出時に全額費用として

処理しております。　

８．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、税抜方式によっております。

同左

（７）表示方法の変更

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）

１．前事業年度に区分掲記していた未収入金の金額が資

　産合計の100分の１以下となったため、流動資産の「そ

　の他」に含めて表示しております。

 　 なお、「その他」に含まれる当該金額は289,426

　千円であります。

１．未収入金の金額が資産合計の100分の１を超えたため、

区分掲記することにいたしました。

　　なお、前事業年度は流動資産の「その他」に289,426

千円含まれております。

２．前事業年度に区分掲記していた投資有価証券売却益

　の金額が営業外収益の総額の100分の10以下となったた

　め、「雑収入」に含めて表示しております。

　　なお、「雑収入」に含まれる当該金額は4,913千円で

　あります。

２．　　　　　　　　――――――

３．　　　　　　　　―――――― ３．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて掲記しておりました長期預り金の増減額は、重要性

が増したため区分掲記することにいたしました。

　　なお、前事業年度は営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に4,036千円含まれております。



追加情報

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）

――――――

 

（信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株

式発行および自己株式処分に関する会計処理方法につい

て）

　当社は、平成20年４月１日開催の取締役会において、社

員福利厚生の増進を図ると同時に、幅広い層の社員が株価

を意識し、業務向上への共通意識を持って業務遂行し、こ

のことにより企業価値向上を図るべく「信託型従業員持株

インセンティブ・プラン」の導入を決議しました。この決

議に基づき、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）

700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託

口）（以下「信託口」という。）に第三者割当の方法で発

行しております。また併せて自己株式300,000株を信託口

へ処分しております。

　当該新株式の発行および自己株式の処分については、当

社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した

保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計

処理をしております。

　すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株

式については、当社が全株自己株式として受け入れたもの

とし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都

度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものとして会

計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分され

た自己株式についても、信託口へ処分された時点では譲渡

を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入

する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものと

して会計処理をしております。

　従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産

および負債並びに費用および収益についても当社貸借対照

表および損益計算書並びにキャッシュ・フロー計算書に含

めて計上しております。

　このため、自己株式数については、信託口が所有する当

社株式を自己株式に含めて記載しております。

　なお、当事業年度末（平成21年３月31日現在）における

自己株式数は、以下の通りであります。

 

 

自己株式数   852,347株

　 うち当社所有自己株式数 　 41,347株

　 うち信託口所有当社株式数 　811,000株



（８）注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

建物 168,539千円

土地 154,007

計 322,546

建物 154,346千円

土地 154,007

計 308,353

上記に対応する債務はありません。 上記に対応する債務はありません。

　２．保証債務

下記の会社の金融機関等からの借入に対し、保証を

行っております。

なお、（　）内には共同保証総額を記載しておりま

す。

　２．保証債務

①下記の会社の金融機関等からの借入に対し、保証を

行っております。

なお、（　）内には共同保証総額を記載しておりま

す。

㈱カイハツ
94,986千円

(930,866千円)
㈱カイハツ

80,089千円

(784,881千円)

────── ②下記の得意先が行うマンション購入者への手付金保

証契約に対する保証を行っております。

㈱地建 5,000千円

計 5,000

上記得意先は、平成21年４月１日付で株式会社サン

シティネクストに商号変更しております。

　３．訴訟

当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下し

た事故について、平成16年９月７日付（訴状通達は

17日）で、新潟県から民法第719条の「連帯して全

部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工

事の設計、工事監理、施工を行った関係６社に対し

て894百万円の損害賠償請求訴訟の提起を受け現在

も訴訟手続中であります。

　３．訴訟

同左



（損益計算書関係）

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）

※１．　　　　　　　 ―――――― ※１．販売用不動産は、収益性の低下に基づく簿価切り下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が不動産

事業売上原価に62,477千円、および特別損失に

29,871千円含まれております。

※２．研究開発費

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、　 　

12,476千円であります。

※２．研究開発費

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、12,663

千円であります。

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　 

※３．　　　　　　　――――――　　　 

車両運搬具 5,146千円

  

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具 7,892千円

土地 2,416

計 10,309

建物 18,267千円

車両運搬具 9,409

土地 20,887

計 48,564

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 19,223千円 建物 72千円

車両運搬具 9,513

備品 382

計 9,968



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,158,491 ― ― 21,158,491

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加（注１） 減少（注２） 当事業年度末

普通株式（株） 281,490 40,868 1,268 321,090

　（注）１．増加は単元未満株式の買取であります。

２．減少は単元未満株式の買増請求であります。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 260,962

 

 

　12円50銭

 

 

平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 312,561 利益剰余金 15円　 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,158,491 700,000 ― 21,858,491

 （注）平成20年４月22日付で、新株式700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）に第三者割当によ

り発行いたしております。

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加（注１） 減少（注２）
当事業年度末
（注３）

普通株式（株） 321,090 726,061 194,804 852,347

（注）１．増加は、信託口に第三者割当により発行した新株式700,000株と単元未満株式の買取を加算したものでありま

す。

２．減少は、信託口から社員持株会に譲渡された信託口所有当社株式189,000株と単元未満株式の買取請求を加

算したものであります。

３．当社は、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用

信託口）（以下信託口という。）に第三者割当により発行しております。また併せて自己株式300,000株を

信託口へ処分しております。

信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について、保守的な観点から当社と信託口は一体であると

の会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めております。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 312,561

 

 

15円

 

 

平成20年３月31日 平成20年６月30日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 315,092 利益剰余金  15円　 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（注）配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下信託口という。）に対する配当金

12,165千円を含めておりません。これは、信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について保守的な観

点から、当社と信託口は一体であるとの会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めてい

るためであります。



（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金預金勘定 6,522,351千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）
－

現金及び現金同等物 6,522,351

現金預金勘定 8,213,201千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）
－

現金及び現金同等物 8,213,201

（リース取引関係）

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）

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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置 3,888 3,888 － －

（注）　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おります。

２．未経過リース料期末残高相当額等

────── 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失の金額

支払リース料 486千円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 486

減損損失額 －

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

法によっております。



（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類

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）

貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）
貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

国債・地方債等 1,599,125 1,599,200 74 － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

 小計 1,599,125 1,599,200 74 － － －

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの

国債・地方債等 519,462 519,338 △124 1,019,539 1,019,479 △60

社債 － － － － － －

その他 20,000 19,993 △6 － － －

 小計 539,462 539,331 △130 1,019,539 1,019,479 △60

合計 2,138,588 2,138,531 △56 1,019,539 1,019,479 △60

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

  

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）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 2,502,312 4,043,989 1,541,676 1,654,883 2,063,855 408,971

債券       

国債・地方債等 － － － － － －

社債 98,000 99,179 1,179 98,000 98,562 562

その他 － － － － － －

その他 269,792 339,190 69,398 21,638 31,752 10,113

小計 2,870,105 4,482,359 1,612,254 1,774,521 2,194,169 419,647

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 528,314 355,792 △172,521 1,058,594 839,314 △219,279

債券       

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － 100,000 98,619 △1,380

その他 － － － － － －

その他 514,856 442,687 △72,169 640,152 521,084 △119,067

小計 1,043,171 798,480 △244,691 1,798,746 1,459,018 △339,728

合計 3,913,276 5,280,839 1,367,563 3,573,268 3,653,188 79,919

　※　その他有価証券について、当事業年度において408,113千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっ

ては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した

場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。



３．当事業年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

85,472 4,913 － 60,515 481 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

種類
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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

満期保有目的の債券   

非上場外国債券 200,000 200,000

その他有価証券   

非上場外国債券 98,943 99,043

非上場株式 364,180 311,107

その他 － －

投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資
8,903 7,600

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 

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）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

債券         

国債・地方債等 2,100,000 20,000 － － 1,020,000 － － －

社債 20,000 － － 300,000 － － 200,000 200,000

その他 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合計 2,120,000 20,000 － 300,000 1,020,000 － 200,000 200,000

６．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。



（持分法損益等）

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）

　関連会社がないため、当該各項目の記載を省略しており

ます。

　関連会社がないため、当該各項目の記載を省略しており

ます。

（税効果会計関係）

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）

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  

退職給付引当金 382,717千円

有形固定資産の有税評価減 110,633

投資有価証券の有税評価減 68,343

賞与引当金 218,523

賠償損失引当金 41,612

未払事業税 99,801

その他 73,414

繰延税金資産合計 995,046

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △552,495

買換資産圧縮積立金 △89,380

繰延税金負債合計 △641,876

繰延税金資産の純額 353,169

繰延税金資産  

　貸倒引当金 　253,662千円

退職給付引当金 399,078

有形固定資産の有税評価減 109,804

投資有価証券の有税評価減 137,059

賞与引当金 208,790

賠償損失引当金 41,612

未払事業税 91,435

その他 111,461

繰延税金資産合計 1,352,904

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △32,287

買換資産圧縮積立金 △89,245

繰延税金負債合計 △121,532

繰延税金資産の純額 1,231,371

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

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
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）

退職給付債務 △1,781,176千円 △1,852,870千円

年金資産 712,325  688,658 

未積立退職給付債務 △1,068,850  △1,164,212 

未認識数理計算上の差異 139,623  226,630 

未認識過去勤務債務（債務の増額） 64,289  32,144 

貸借対照表計上額 △864,938  △905,437 

退職給付引当金 △864,938  △905,437 

　（注）当社の準社員は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
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）

勤務費用 85,426千円 87,857千円

利息費用 47,004  44,529 

期待運用収益 △20,969  △17,808 

数理計算上の差異の費用処理額 7,977  14,003 

過去勤務債務の費用処理額 32,144  32,144 

退職給付費用 151,583  160,726 

　（注）１．簡便法を採用している当社の準社員の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

２．適格退職年金に対する従業員拠出額は、勤務費用から控除しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
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）

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

割引率 2.5％ 2.5％

期待運用収益率 2.5％ 2.5％

数理計算上の差異の処理年数 15年（各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。）

15年（各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。）

過去勤務債務の処理年数 ４年 ４年



（１株当たり情報）

項目
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）

１株当たり純資産額（円） 1,433.43 1,458.93

１株当たり当期純利益（円） 112.44 83.27

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
　潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
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）

当期純利益（千円） 2,345,083 1,741,740

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,345,083 1,741,740

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,855 20,915

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　デリバティブ取引、関連当事者との取引、ストック・オプション等、企業結合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いたします。



５．受注高、売上高および次期繰越高

（１）受注高

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業

　土木 27,780,228 25,985,850 △1,794,378 △6.5

　建築 13,494,971 11,015,374 △2,479,597 △18.4

　計 41,275,200 37,001,225 △4,273,975 △10.4

不動産事業 573,894 409,739 △164,154 △28.6

合計 41,849,095 37,410,964 △4,438,130 △10.6

 

（２）売上高

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業

　土木 26,186,561 31,848,263 5,661,702 21.6

　建築 16,312,391 13,477,265 △2,835,125 △17.4

　計 42,498,952 45,325,528 2,826,576 6.7

不動産事業 573,894 409,739 △164,154 △28.6

合計 43,072,847 45,735,268 2,662,421 6.2

 

（３）次期繰越高

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業

　土木 14,084,265 8,221,852 △5,862,412 △41.6

　建築 10,118,518 7,656,627 △2,461,891 △24.3

　計 24,202,783 15,878,479 △8,324,303 △34.4

不動産事業 － － － －

合計 24,202,783 15,878,479 △8,324,303 △34.4

 

 （注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



６．役員の異動（平成21年６月26日付）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(1)代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

 

　(2)その他役員の異動

　　①新任取締役候補

　　　取締役　　　　　　　　　　　　　　長井 　恒雄（現　執行役員安全本部長）

　　　取締役　　　　　　　　　　　　　　池田　 俊夫（現　執行役員線路本部副本部長）

　　

　　②新任監査役候補

　　　非常勤監査役　　　　　　　　　　　伊勢 　勝巳（現　東日本旅客鉄道株式会社　設備部次長）　　　　　　　　

　　　※伊勢勝巳氏は、社外監査役候補者であります。

 

　　③新任予定執行役員

　　　執行役員長野支店長　　　　　　　　松本 　光昭（現　長野支店副支店長）

　　　執行役員新潟支店副支店長　　　　　佐藤　 和雄（現　新潟支店副支店長）

 

　　④昇任予定執行役員

　　　常務執行役員安全本部長　　　　　　長井 　恒雄（現　執行役員安全本部長）

　　　常務執行役員線路本部長　　　　　　池田　 俊夫（現　執行役員線路本部副本部長）

　　　常務執行役員仙台支店長　　　　　　小池 　吉博（現　執行役員仙台支店長）

　　　常務執行役員秋田支店長　　　　　　高橋　 眞人（現　執行役員秋田支店長）

 

　　⑤退任予定取締役

　　　取締役常務執行役員線路本部長　　　長谷川 博道（退任後、常勤顧問に就任予定）

　　　取締役常務執行役員管理本部長　　　若月 　正明（退任後、常勤顧問に就任予定）

 

　　⑥退任予定監査役

　　　非常勤監査役　　　　　　　　　　　岡部 　和男

　　　非常勤監査役（社外監査役）　　　　蔭山 　朝昭

 

　　⑦退任予定執行役員

　　　執行役員長野支店長　　　　　　　　八町 　商萬（退任後、常勤顧問に就任予定）

　　　執行役員鉄道営業推進本部副本部長　前田　 昌康（退任後、常勤顧問に就任予定）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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