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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 65,363 △17.6 1,226 △5.4 866 △2.4 181 △85.6
20年3月期 79,278 △17.0 1,295 ― 887 ― 1,264 ―

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 1.73 ― 3.4 1.8 1.9
20年3月期 12.02 ― 25.0 1.6 1.6

（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 48,011 5,238 10.9 49.84
20年3月期 49,136 5,435 11.1 51.67

（参考） 自己資本   21年3月期  5,238百万円 20年3月期  5,435百万円

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 △7,705 △1,384 7,849 4,195
20年3月期 △1,447 2,062 △5,037 5,435

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 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

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

24,000 △31.2 50 △88.3 △100 ― △150 ― △1.43

通期 55,200 △15.5 900 △26.6 500 △42.3 350 92.4 3.33
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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」、19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） 

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

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 106,142,250株 20年3月期 106,142,250株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,028,859株 20年3月期  954,310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 63,757 △17.5 1,182 6.6 1,130 61.7 494 △58.4
20年3月期 77,314 △17.8 1,109 ― 699 ― 1,190 ―

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 4.71 ―
20年3月期 11.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 47,798 5,270 11.0 50.14
20年3月期 48,497 5,155 10.6 49.02

（参考） 自己資本 21年3月期  5,270百万円 20年3月期  5,155百万円

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）

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
  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。 

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

23,500 △30.7 0 ― △150 ― △200 ― △1.90

通期 54,000 △15.3 800 △32.3 400 △64.6 300 △39.3 2.86
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１．経営成績

  (1）経営成績に関する分析

①当期の業績

　当連結会計年度のわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化から実体経済への影響が広がり、急

速な減産などによる大幅な雇用悪化を惹起しており、世界景気の一層の下振れ懸念、株式相場の変

動の影響など、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。

　この間、当建設業界におきましては、民間設備投資の抑制、住宅建設の大幅な減少、さらに新興

デベロッパーの経営破綻などが重なり、経営環境はより一層厳しさを増してまいりました。

　このような状況下にあって、当社グループは、収益重視の基本方針を堅持しつつ、本業による黒

字体制の確立を図るべく、２年目を迎えた中期経営計画「チャレンジ！大末２５３」を推進してお

り、事業構造の再構築による収益力の強化、収益責任を明確にした営業・施工一貫体制の構築によ

る組織力強化等を図ってまいりました結果、当連結会計年度の業績は売上高が65,363百万円（前連

結会計年度比17.6％減）、また経常利益が866百万円（前連結会計年度比2.4％減）、当期純利益に

つきましては、特別損失として、貸倒引当金繰入額538百万円を計上したことなどにより181百万円

（前連結会計年度比85.6％減）となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
 

 　（建設事業）

　　　受注高につきましては、52,205百万円（前連結会計年度比29.2％減）、完成工事高は64,036百万

円（前連結会計年度比17.9％減）、営業利益は1,696百万円（前連結会計年度比4.5％増）となりま

した。なお、受注高における建築と土木の構成比率は、建築工事が94.1％、土木工事が5.9％であり、

発注者別の構成比率では、官公庁工事が12.9％、民間工事が87.1％となっております。また完成工

事高の工事別内訳は、建築工事が91.5％、土木工事が8.5％となっております。
 

 　（不動産事業等）

　　　不動産事業等（不動産の売買、賃貸管理ならびに保険の代理業等）の売上高は1,327百万円（前連

結会計年度比3.6％増）、営業損失は32百万円（前連結会計年度は52百万円の営業利益）となりまし

た。
 

 　 ②次期の見通し

　　　次期の見通しにつきましては、100年に一度と言われる世界経済危機の中、平成21年度も景気は

　　当面低調に推移するものと予想されております。

　　　このような状況の中で、当社は中期経営計画の最終年度である平成21年度施策として、当社の強

みであるマンション事業への一層の注力、将来的な事業バランスを考慮し、工場倉庫、冠婚葬祭、

官庁建築を中心とした受注の拡大、連結子会社の事業再編による収益力の強化等を図ってまいりま

す。また、内部統制とモニタリング体制の強化により、財務報告の信頼性の更なる向上により企業

価値の向上に努めてまいります。

　　　次期の連結業績につきましては、売上高が55,200百万円（当連結会計年度比15.5％減）、経常利

益が500百万円（当連結会計年度比42.3％減）、当期純利益が350百万円（当連結会計年度比92.4％

増）と予想しております。

 

(2）財政状態

 【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、仕入債務の減少等により、7,705百万円の資金の減少（前

連結会計年度は1,447百万円の資金の減少）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、1,384百万円の資金の減少

（前連結会計年度は2,062百万円の資金の増加）となりました。

　また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により、7,849百万円の資金の増加

（前連結会計年度は5,037百万円の資金の減少）となりました。

　これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より1,239百万円

減少し、4,195百万円となりました。
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【キャッシュ・フロー指標のトレンド】
平成17年３月期 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(%)       8.1       11.1       7.3       11.1      10.9

時価ベースの自己資本比率(%)      21.4       27.6      18.3       12.4       5.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) － 2.4      4.3 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － 14.1 9.2 － －

（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／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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　す。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※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。

※平成17年３月期、平成20年３月期及び平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　株主に対する利益剰余金につきましては、安定配当を基本方針とし、株主利益の増大を念頭に置

いて、当期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。

　当期の配当につきましては、遺憾ながら復配体制の確立までには至らず、無配とさせていただき

ます。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、建設業の特性である工

事の着工から完成引渡しまでの期間が長いという事情があり、以下の項目を認識しております。

　なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現

在において判断したものであります。

①事業環境の変化に伴うリスク

　　住宅市場動向の大幅な変動があった場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

②資材価格の変動に伴うリスク

　　原材料等の価格が高騰した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③取引先の信用リスク

　　工事代金を受領する前に取引先が信用不安等に陥った場合、業績等に影響を及ぼす可能性があ

　ります。

④金利水準等の変動リスク

　　予期せぬ経済情勢の変化により金利が急激に上昇した場合、又は、株価が大幅に下落した場

　合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤災害発生に伴うリスク

　　施工中に天候等の原因により予期せぬ災害が発生した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があ

　ります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事

業としております。当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、主

に次のとおりであります。
 

建　 設 　事　 業　当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、テクノワークス株式会社、　

　　　　　　　　   アメニティサポート株式会社、株式会社ＤＡIＭは建設事業を営んでおりま　　

　　　　　　　　　 す。また、関連会社である金岡単身寮ＰＦＩ株式会社は建設事業を営んでお　　

　　　　　　　　 　ります。

不 動 産 事 業 等　当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、非連結子会社であるダイス

　　　　　　　　　 エ開発株式会社は、不動産事業を営んでおります。また、大末サービス株式会

　　　　　　　　　 社は、保険の代理業を営んでおります。連結子会社であるテクノワークス株式

　　　　　　　　　 会社は、労働者派遣業を営んでおります。 

 得   意   先 

建設事業 

関連会社 
金岡単身寮ＰＦＩ㈱※ 

建設事業 

連結子会社 
大末サービス㈱ 
テクノワークス㈱ 
アメニティサポート㈱ 
㈱ＤＡＩＭ 

不動産事業等 

連結子会社 
大末サービス㈱ 
テクノワークス㈱ 

非連結子会社 
ダイスエ開発㈱ 

建設事業 

当      社 

不動産事業等 

工事施工 工事施工 

工事施工 
不動産の 
売買、賃貸 

不動産の売買、賃貸管理 
保険代理業、労働者派遣業 

　（注）　※は持分法非適用会社であります。
 

 　関係会社の状況

名　　称 住　　所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容

（連結子会社）

大末サービス㈱ 大阪市中央区 20 建設事業 100.0 当社グループの保険代理業務

不動産事業等 不動産の管理等

アメニティサポート

㈱

当社グループからの土木建築

大阪市中央区 160 建設事業 100.0
工事の請負業務及びコンサル　

ティング業務

役員の兼任1名

 テクノワークス㈱ 大阪市中央区 40

 建設事業　

100.0

当社グループからの土木建築

 不動産事業等 工事の請負業務及び当社グル

(労働者派遣業)  ープへの労働者派遣業務　

当社グループからの土木建築

㈱ＤＡＩＭ 大阪市中央区 50 建設事業 100.0
工事の請負業務及びコンサル

ティング業務

役員の兼任1名

 　(注)　１　アメニティサポート株式会社は平成21年３月30日に70百万円増資し、資本金を160百万円といたしました。
２　アメニティサポート株式会社は、平成21年４月１日付で社名をＤＡＩＭアメニティ株式会社に変更いたしま

した。
３　テクノワークス株式会社は平成21年４月１日から、警備業を新規事業として取り組んでおります。
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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、建設業を通じて、お客様のご満足を第一に、豊かな人間生活に貢献することを

経営理念としております。

　国際規格である品質ＩＳＯ（ＩＳＯ９００１）と環境ＩＳＯ（ＩＳＯ１４００１）の認証をそれ

ぞれ取得してまいりましたが、今後とも品質の向上・安全の確保・環境の保全により一層積極的に

取り組んでまいります。また、企業の社会的責任を全うするとともに、事業の更なる発展と経営の

安定化を図り、株主をはじめ当社グループに信頼をお寄せいただいている方々のご期待にお応えし

ていくことを基本方針として経営努力を重ねてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、「(3)中長期的な会社の経営戦略」記載の中期経営計画「チャレンジ！大末２５

３」に基づき、その目標として社会から企業存続を認知される収益水準への到達を目指してまいり

ます。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、現在中期経営計画「チャレンジ！大末２５３」を推進中であり、その主要施策

は、

　①事業構造の再構築（事業の選択と集中）により、収益力を強化

　②事業運営体制の再構築等インフラ面での改革により、組織力を強化

　③社員の意識改革による粘り強い集団への転換

の３つであり、この厳しい環境の中、多くのお客様や株主様をはじめとするステークホルダーに対

し社会的責任を果たすため、また社員の雇用と生活を守るためにも黒字定着を図り、継続的な成長

を可能にする“地力を備えた企業体質”への変革を目指します。

(4）会社の対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の長期化や世界経済の減速等、景気の下押しリ

スクが存在し、当面は悪化が続くものと予想されております。

　当建設業界では、建築基準法改正の影響はほぼ収束したものの、住宅需要の低迷に加え、企業業

績の悪化による設備投資意欲の減退によって、建設投資は一層減少するものと思われます。また、

受注競争の激化やデベロッパーの倒産等により、以前にも増して厳しい状況が続いておりますが、

当社グループは、復配の早期実現に向け、中期経営計画「チャレンジ！大末２５３」の推進中であ

り、その達成により収益力の強化等を図ってまいります。企業行動に対する評価が厳しさを増す昨

今、内部統制の強化、コンプライアンスの徹底等社会的責任への対応とともに、団塊世代の大量退

職に伴うノウハウの伝承が喫緊の課題となっておりますが、技術・ノウハウを伝承することによる

技術力の維持・向上に努め、さらに中期経営計画の取り組みを通して企業体質の抜本的な改革を図

り、「継続的な成長を可能にする地力を備えた企業体質への変革」の達成を目指し、全社一丸となっ

て取り組んでおります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 ※2  5,642 ※2  4,902

受取手形・完成工事未収入金等 ※2  30,021 ※2  30,010

販売用不動産 － ※2  1,338

未成工事支出金 4,971 4,738

その他のたな卸資産 1,864 －

材料貯蔵品 － 20

短期貸付金 189 137

その他 1,259 2,022

貸倒引当金 △1 △725

流動資産合計 43,946 42,445

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2  1,695 ※2  2,359

機械、運搬具及び工具器具備品 408 442

土地 ※2  1,738 ※2  1,742

建設仮勘定 67 －

減価償却累計額 △1,182 △1,212

有形固定資産計 2,726 3,330

無形固定資産 71 131

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2, ※5  1,318 ※1, ※2, ※5  1,059

長期貸付金 24 64

その他 ※2  1,068 ※2  1,008

貸倒引当金 △19 △27

投資その他の資産計 2,392 2,104

固定資産合計 5,190 5,566

資産合計 49,136 48,011

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,190 15,211

短期借入金 ※2  12,824 ※2  20,897

未払法人税等 65 51

未成工事受入金 3,390 2,380

完成工事補償引当金 202 145

賞与引当金 114 103

工事損失引当金 164 7

その他 ※5  1,513 ※5  2,003

流動負債合計 41,466 40,799
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（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 ※2  53 ※2  59

繰延税金負債 71 4

退職給付引当金 2,064 1,873

その他 45 35

固定負債合計 2,235 1,973

負債合計 43,701 42,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307

資本剰余金 572 572

利益剰余金 △401 △219

自己株式 △86 △89

株主資本合計 5,390 5,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 △331

評価・換算差額等合計 44 △331

純資産合計 5,435 5,238

負債純資産合計 49,136 48,011
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 77,998 64,036

不動産事業等売上高 1,280 1,327

売上高合計 79,278 65,363

売上原価   

完成工事原価 73,380 59,443

不動産事業等売上原価 1,032 1,194

売上原価合計 74,412 60,637

売上総利益   

完成工事総利益 4,618 4,592

不動産事業等総利益 248 133

売上総利益合計 4,866 4,726

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,570 ※1, ※2  3,499

営業利益 1,295 1,226

営業外収益   

受取利息 24 36

受取配当金 19 21

保険配当金 27 4

その他 35 36

営業外収益合計 106 98

営業外費用   

支払利息 371 387

手形売却損 56 29

売上割引 83 19

その他 3 22

営業外費用合計 514 458

経常利益 887 866
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（単位：百万円）

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) 

特別利益   

前期損益修正益 ※3  223 ※3  0

固定資産売却益 ※4  832 －

特別利益合計 1,055 0

特別損失   

前期損益修正損 ※5  10 ※5  1

固定資産売却損 － ※6  0

固定資産除却損 ※7  3 ※7  9

貸倒引当金繰入額 － 538

過年度完成工事補修費 4 0

雇用継続特例制度実施に伴う退職給付費用 294 －

割増退職金 39 －

販売用不動産評価損 203 －

損害賠償金 18 －

その他 22 128

特別損失合計 597 678

税金等調整前当期純利益 1,345 188

法人税、住民税及び事業税 53 44

法人税等調整額 27 △37

法人税等合計 81 6

当期純利益 1,264 181
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 5,307 5,307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,307 5,307

資本剰余金   

前期末残高 572 572

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 572 572

利益剰余金   

前期末残高 △1,666 △401

当期変動額   

当期純利益 1,264 181

当期変動額合計 1,264 181

当期末残高 △401 △219

自己株式   

前期末残高 △78 △86

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △7 △2

当期末残高 △86 △89

株主資本合計   

前期末残高 4,134 5,390

当期変動額   

当期純利益 1,264 181

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 1,256 178

当期末残高 5,390 5,569
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（単位：百万円）

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 530 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △486 △375

当期変動額合計 △486 △375

当期末残高 44 △331

評価・換算差額等合計   

前期末残高 530 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △486 △375

当期変動額合計 △486 △375

当期末残高 44 △331

純資産合計   

前期末残高 4,664 5,435

当期変動額   

当期純利益 1,264 181

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △486 △375

当期変動額合計 770 △196

当期末残高 5,435 5,238
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,345 188

減価償却費 83 88

貸倒引当金の増減額（△は減少） △499 731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 220 △191

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △11

工事損失引当金の増減額（△は減少） △722 △156

投資有価証券売却損益（△は益） 0 30

受取利息及び受取配当金 △43 △57

支払利息 371 387

有形固定資産売却損益（△は益） △832 －

有形固定資産除却損 3 8

売上債権の増減額（△は増加） 10,623 11

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,611 232

たな卸資産の増減額（△は増加） △609 505

仕入債務の増減額（△は減少） △9,449 △7,979

未成工事受入金の増減額（△は減少） 178 △1,009

預り金の増減額（△は減少） △427 919

その他 360 △1,015

小計 △1,042 △7,316

利息及び配当金の受取額 37 84

利息の支払額 △383 △414

法人税等の支払額 △47 △57

損害賠償金の支払額 △11 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,447 △7,705

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 △882 △691

有形固定資産の売却による収入 2,883 －

投資有価証券の取得による支出 △102 △226

投資有価証券の売却による収入 2 2

貸付けによる支出 △3 △53

貸付金の回収による収入 18 65

敷金及び保証金の差入による支出 △8 △28

敷金及び保証金の回収による収入 13 17

定期預金の預入による支出 △218 △888

定期預金の払戻による収入 329 388

その他 31 29

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,062 △1,384
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（単位：百万円）

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) 

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） △4,744 8,111

長期借入れによる収入 214 107

長期借入金の返済による支出 △952 △140

預り担保金の純増加・減少（△）額 453 △225

その他 △7 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,037 7,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,421 △1,239

現金及び現金同等物の期首残高 9,856 5,435

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,435 ※1  4,195
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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　連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　　４社 連結子会社数　　　　４社

 連結子会社名

大末サービス㈱

アメニティサポート㈱

テクノワークス㈱

㈱ＤＡＩＭ

連結子会社名

大末サービス㈱

アメニティサポート㈱

テクノワークス㈱

㈱ＤＡＩＭ

 非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

 　非連結子会社１社は、小規模会社であり、

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、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしておりません。

同左

２　持分法の適用に関する事

項

 

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名

非連結子会社名

ダイスエ開発㈱

 関連会社名

金岡単身寮ＰＦＩ㈱

関連会社名

金岡単身寮ＰＦＩ㈱

 　上記の持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しており

ます。

同左

 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、すべて連結財務

諸表提出会社と同じであります。

同左

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

法により算定しております）

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

 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

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

 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

 開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）
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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）

 材料貯蔵品

先入先出法による原価法 

材料貯蔵品

先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「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日公表分）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ15百万

円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

　定率法によっております。

　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、

定額法によっております。

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

　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、

定額法によっております。

 　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

 建物・構築物 ３年～49年

機械、運搬具及び工具器

具備品
２年～20年

建物・構築物 ３年～49年

機械、運搬具及び工具器

具備品
２年～20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83

号)）に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、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

ものについては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌連結会計年度から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。 

 

 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（リース資産を除く）

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。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前の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。
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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）

(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

上しております。

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　引渡しの終了した工事に対する瑕疵担保

及びアフターサービス費に充てるため、瑕

疵担保実績率に基づき計上しております。

完成工事補償引当金

同左

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

賞与引当金

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、

連結会計年度末において見込まれる未引渡

工事の損失発生見込額を計上しております。

工事損失引当金

同左

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、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おります。

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おります。

 　会計基準変更時差異（2,745百万円）に

ついては、15年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、発生の翌

連結会計年度から、過去勤務債務について

は、発生の当連結会計年度から、それぞれ

平均残存勤務期間以内の一定の年数である

10年で定額法により費用処理することとし

ております。

　会計基準変更時差異（2,745百万円）に

ついては、15年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異については、発生の翌

連結会計年度から、過去勤務債務について

は、発生の当連結会計年度から、それぞれ

平均残存勤務期間以内の一定の年数である

10年で定額法により費用処理することとし

ております。

 （追加情報）

　なお、「雇用継続特例制度」実施に伴い、

制度対象者に対応する未認識債務294百万

円を一括償却し、特別損失に計上しており

ます。

 

(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

よっておりますが、長期（工期12ヶ月超）

の工事については、工事進行基準によって

おります。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期（工期12ヶ月超）

の工事については、工事進行基準によって

おります。

 　工事進行基準によった完成工事高は、

52,670百万円、完成工事原価は、50,881百

万円であります。

　工事進行基準によった完成工事高は、

45,130百万円、完成工事原価は、42,128百

万円であります。

(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おります。

 ──────

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  

消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

連結納税制度の適用 　連結納税制度を適用しております。 同左
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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）

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は全面

時価評価法によっております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。

同左

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ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなり

ます。

同左
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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。

　これによる損益に与える影響はありません。　

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）

　 ────── （連結貸借対照表関係）

「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「販売用不動産」「材料貯蔵品」に区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他のたな卸資産」に含ま

れる「販売用不動産」「材料貯蔵品」は、それぞれ1,847

百万円、16百万円であります。 

（連結損益計算書関係）

　「保険配当金」は、前連結会計年度まで、営業外収益の

「その他」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合計の100分の10を超えたため、区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度は「その他」に「保険配当金」4

百万円含まれております。 

　「売上割引」は、前連結会計年度まで、営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において営業外費用合計の100分の10を超えたため、区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度は「その他」に「売上割引」47百

万円含まれております。 

　 ──────
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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20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額は、

次のとおりであります。

※１　このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額は、

次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 14百万円 投資有価証券（株式）   14百万円

※２　下記の資産は、長期借入金53百万円、短期借入金

12,824百万円（一年以内返済予定の長期借入金124百

万円を含む）の担保に供しております。

　なお、投資有価証券のうち45百万円は、営業保証金

として差し入れております。

※２　下記の資産は、長期借入金59百万円、短期借入金

20,807百万円（一年以内返済予定の長期借入金85百万

円を含む）の担保に供しております。

　なお、投資有価証券のうち50百万円は、営業保証金

として差し入れております。

預金 207百万円

受取手形 5,525

建物 746

土地 1,599

投資有価証券 123

事業保険金 203

計 8,405

預金    1,064百万円

受取手形 6,526

完成工事未収入金 320

販売用不動産　 218

建物 1,356

土地 1,603

投資有価証券 107

事業保険金 189

計 11,387

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、13,495百万円であります。

　また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、20,482百万円であります。
  

　３　保証債務

　連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。

　３　保証債務

　連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。

 保証額

㈱大京、扶桑レクセル㈱他６社 421百万円

 保証額

㈱マリモ他１社    64百万円

　４　受取手形割引高 2,000百万円 　４　受取手形割引高      300百万円

※５　貸付有価証券及び預り担保金

　投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式663百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金453百万円が流

動負債のその他に含まれております。
 

※５　貸付有価証券及び預り担保金

　投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式298百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金227百万円が流

動負債のその他に含まれております。
 

  
　６　貸出参加取引

　提出会社は、平成12年９月に工事等に係る債権の流

動化を目的とした参加取引を実施しております。 

　なお、参加者に売却したものとして会計処理した債

権総額は、7,927百万円であります。 

　６　　　　　　　 ──────　
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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　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。

※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 1,462百万円

賞与引当金繰入額 30

退職給付費用 315

地代家賃 398

従業員給料手当    1,415百万円

賞与引当金繰入額 28

退職給付費用 307

地代家賃 398

※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50百万円

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26百万円

であります。

※３　前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 ※３　前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

過年度完成工事原価修正 24百万円

賞与引当金戻入益 135

貸倒引当金戻入益 63

計 223

過年度完成工事高修正   0百万円

過年度完成工事原価修正 0

過年度不動産事業等売上高修正 0

計 0

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

建物 31百万円

土地 801

計 832

※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度完成工事高修正 10百万円

過年度不動産事業等売上高修正 0

過年度不動産事業等売上原価修正 0

計 10

過年度不動産事業等売上高修正   1百万円

過年度不動産事業等売上原価修正 0

計 1

※６　　　　　　　 ────── ※６　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

電話加入権   0百万円

※７　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７　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 0百万円

機械装置 0

工具器具備品 2

  計 3

建物・構築物  1百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 8

  計 9
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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 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 106,142,250 － － 106,142,250

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 865,871 88,439 － 954,310

　（注）　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 106,142,250 － － 106,142,250

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 954,310 95,680 21,131 1,028,859

　（注）１　増加は単元未満株式の買取りによるものであります。

　２　減少は単元未満株式の買増請求によるものであります。

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（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）

　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

　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

現金預金　連結貸借対照表計上額 5,642百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △207

現金及び現金同等物 5,435

現金預金　連結貸借対照表計上額 4,902百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △707

現金及び現金同等物 4,195
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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４月１日　至　平成20年３月31日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 77,998 1,280 79,278 － 79,278

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 348 348 (348) －

計 77,998 1,629 79,627 (348) 79,278

営業費用 76,374 1,576 77,950 32 77,982

営業利益 1,624 52 1,677 (381) 1,295

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 36,025 2,271 38,296 10,838 49,136

減価償却費 3 13 17 65 83

資本的支出 8 5 13 879 893

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）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 64,036 1,327 65,363 － 65,363

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 264 265 (265) －

計 64,038 1,591 65,629 (265) 65,363

営業費用 62,341 1,624 63,965 172 64,137

営業利益又は営業損失（△） 1,696 △32 1,664 (437) 1,226

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 36,100 1,625 37,726 10,285 48,011

減価償却費 3 16 20 67 87

資本的支出 0 21 21 1,391 1,413
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　（注）１　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(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）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸、保険の代理業、一般労働者派遣業他

２　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金額は、前連結会計年度380百万円、当連

結会計年度436百万円であり、その主なものは、提出会社本社の経営企画部等管理部門に係る費用であります。

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、前連結会計年度11,400百万円、当連結会計年

度11,196百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、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ます。

４　会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　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　たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が「不動産事業等」で15百万円増加しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

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）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高がないため、記載しておりません。

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）

　海外売上高がないため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成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 51.67円

１株当たり当期純利益 12.02円

１株当たり純資産額      49.84円

１株当たり当期純利益      1.73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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
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）

当期純利益 (百万円) 1,264 181

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,264 181

普通株式の期中平均株式数 (千株) 105,222 105,152

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

（開示の省略）

　　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取引、

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し

ております。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,087 4,499

受取手形 5,709 8,446

完成工事未収入金 23,955 21,409

販売用不動産 1,840 1,336

未成工事支出金 4,950 4,662

前払費用 112 133

短期貸付金 179 137

未収入金 795 1,552

差入保証金 319 272

その他 237 261

貸倒引当金 △1 △722

流動資産合計 43,186 41,988

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,421 2,060

減価償却累計額 △644 △675

建物（純額） 777 1,384

構築物 34 58

減価償却累計額 △28 △30

構築物（純額） 5 27

工具器具・備品 158 174

減価償却累計額 △106 △89

工具器具・備品（純額） 51 84

土地 1,607 1,610

建設仮勘定 67 －

有形固定資産計 2,508 3,107

無形固定資産   

ソフトウエア 27 19

ソフトウエア仮勘定 － 67

電話加入権 40 40

施設利用権 0 0

無形固定資産計 67 127

投資その他の資産   

投資有価証券 1,236 998

関係会社株式 483 623

従業員に対する長期貸付金 24 28

敷金及び保証金 186 194

事業保険金 390 336

その他 432 414

貸倒引当金 △19 △21

投資その他の資産計 2,735 2,574

固定資産合計 5,310 5,809

資産合計 48,497 47,798
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（単位：百万円）

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 11,977 8,284

工事未払金 11,071 6,820

短期借入金 12,824 20,807

未払法人税等 47 44

未払消費税等 201 335

未成工事受入金 3,352 2,348

預り金 597 1,299

完成工事補償引当金 202 145

賞与引当金 111 96

工事損失引当金 164 7

その他 662 421

流動負債合計 41,214 40,609

固定負債   

長期借入金 53 59

繰延税金負債 31 －

退職給付引当金 2,037 1,853

その他 4 4

固定負債合計 2,127 1,917

負債合計 43,341 42,527

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307

資本剰余金   

資本準備金 572 572

資本剰余金合計 572 572

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △683 △188

利益剰余金合計 △683 △188

自己株式 △86 △89

株主資本合計 5,109 5,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 △330

評価・換算差額等合計 46 △330

純資産合計 5,155 5,270

負債純資産合計 48,497 47,798
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 76,974 63,260

不動産事業等売上高 340 496

売上高合計 77,314 63,757

売上原価   

完成工事原価 72,615 58,849

不動産事業等売上原価 334 537

売上原価合計 72,950 59,387

売上総利益   

完成工事総利益 4,358 4,410

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

6 △40

売上総利益合計 4,364 4,369

販売費及び一般管理費   

役員報酬 107 125

従業員給料手当 1,261 1,254

賞与引当金繰入額 30 27

退職給付費用 314 306

法定福利費 174 175

福利厚生費 54 41

修繕維持費 14 9

事務用品費 43 40

通信交通費 194 179

動力用水光熱費 37 40

広告宣伝費 4 4

貸倒引当金繰入額 － 190

交際費 29 8

寄付金 4 1

地代家賃 359 362

減価償却費 67 68

租税公課 96 76

保険料 11 15

支払手数料 295 172

雑費 153 86

販売費及び一般管理費合計 3,255 3,187

営業利益 1,109 1,182
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（単位：百万円）

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 23 35

受取配当金 18 323

地代家賃収入 50 45

保険配当金 27 4

その他 12 24

営業外収益合計 131 433

営業外費用   

支払利息 370 387

手形売却損 56 29

売上割引 83 19

その他 31 48

営業外費用合計 541 484

経常利益 699 1,130

特別利益   

前期損益修正益 223 －

固定資産売却益 832 －

特別利益合計 1,055 －

特別損失   

前期損益修正損 10 －

固定資産除却損 3 10

貸倒引当金繰入額 － 533

過年度完成工事補修費 4 0

雇用継続特例制度実施に伴う退職給付費用 294 －

割増退職金 39 －

販売用不動産評価損 203 －

損害賠償金 18 －

その他 22 87

特別損失合計 597 631

税引前当期純利益 1,158 499

法人税、住民税及び事業税 △32 5

法人税等合計 △32 5

当期純利益 1,190 494
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 5,307 5,307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,307 5,307

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 572 572

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 572 572

資本剰余金合計   

前期末残高 572 572

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 572 572

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,873 △683

当期変動額   

当期純利益 1,190 494

当期変動額合計 1,190 494

当期末残高 △683 △188

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,873 △683

当期変動額   

当期純利益 1,190 494

当期変動額合計 1,190 494

当期末残高 △683 △188

自己株式   

前期末残高 △78 △86

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △7 △2

当期末残高 △86 △89

株主資本合計   

前期末残高 3,926 5,109

当期変動額   

当期純利益 1,190 494

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 1,182 491

当期末残高 5,109 5,601
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（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 500 46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454 △376

当期変動額合計 △454 △376

当期末残高 46 △330

評価・換算差額等合計   

前期末残高 500 46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454 △376

当期変動額合計 △454 △376

当期末残高 46 △330

純資産合計   

前期末残高 4,427 5,155

当期変動額   

当期純利益 1,190 494

自己株式の取得 △7 △3

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △454 △376

当期変動額合計 728 114

当期末残高 5,155 5,270
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６．その他

個別受注高、売上高および次期繰越高

１．受注高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 9,439  14.6 4,276  8.8 △5,162 △54.7

民　需 55,375  85.4 44,375  91.2 △10,999 △19.9

計 64,814 89.2 100.0 48,651 94.6 100.0 △16,162 △24.9

土木

官公需 6,886  87.6 2,435  87.8 △4,451 △64.6

民　需 976  12.4 337  12.2 △638 △65.4

計 7,863 10.8 100.0 2,773 5.4 100.0 △5,090 △64.7

計

官公需 16,326  22.5 6,711  13.1 △9,614 △58.9

民　需 56,351  77.5 44,713  86.9 △11,638 △20.7

計 72,677 100.0 100.0 51,424 100.0 100.0 △21,253 △29.2

２．売上高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 5,113  7.3 7,951  13.7 2,838 55.5

民　需 65,222  92.7 50,203  86.3 △15,019 △23.0

計 70,335 91.4 100.0 58,155 91.9 100.0 △12,180 △17.3

土木

官公需 5,275  79.5 4,651  91.1 △623 △11.8

民　需 1,362  20.5 453  8.9 △908 △66.7

計 6,638 8.6 100.0 5,105 8.1 100.0 △1,532 △23.1

計

官公需 10,388  13.5 12,603  19.9 2,214 21.3

民　需 66,585  86.5 50,657  80.1 △15,927 △23.9

計 76,974 100.0 100.0 63,260 100.0 100.0 △13,713 △17.8

　不 動 産 事 業 340 ― ― 496 ― ― 156 45.8

計 77,314 ― ― 63,757 ― ― △13,557 △17.5

３．次期繰越高 （単位　百万円）（注）百万円未満切捨て

項　　目
前　　　期 当　　　期 増　　減

金　額 構成比％ 金　額 構成比％ 金　額 比率％

建設

事業

建築

官公需 9,162  17.9 5,487  13.1 △3,675 △40.1

民　需 42,126  82.1 36,298  86.9 △5,828 △13.8

計 51,289 88.7 100.0 41,786 90.8 100.0 △9,503 △18.5

土木

官公需 6,340  96.6 4,123  97.4 △2,216 △35.0

民　需 225  3.4 109  2.6 △115 △51.3

計 6,565 11.3 100.0 4,233 9.2 100.0 △2,332 △35.5

計

官公需 15,503  26.8 9,611  20.9 △5,892 △38.0

民　需 42,352  73.2 36,408  79.1 △5,943 △14.0

計 57,855 100.0 100.0 46,019 100.0 100.0 △11,835 △20.5
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