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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 134,239 8.0 1,757 25.9 2,518 76.1 △2,255 ―
20年3月期 124,298 0.8 1,395 △50.5 1,430 △46.0 887 △71.5

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 △36.46 ― △4.4 2.3 1.3
20年3月期 14.21 14.21 1.6 1.4 1.1
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  △38百万円

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 119,195 53,176 41.9 807.94
20年3月期 97,280 56,745 55.1 864.62
（参考） 自己資本  21年3月期  49,972百万円 20年3月期  53,624百万円

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 △5,417 1,396 6,552 17,363
20年3月期 △2,512 △178 △2,797 14,859

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 ― 15.00 15.00 930 105.6 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 742 ― 1.4
22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.00 12.00 22.5

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

50,000 △0.7 0 ― 600 ― 450 ― 7.28

通期 138,000 2.8 2,400 36.5 3,700 46.9 3,300 ― 53.35



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）  有  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、15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」及び17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
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）の算定の基礎となる株式数については、普通株式と同等の株式としてA種株式（議決権がないこと以外は普通株式
と異ならない非上場の無議決権普通配当株式）を含めております。詳細は22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 みらい建設工業株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 63,600,000株 20年3月期 63,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期 1,748,894株 20年3月期 1,579,020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 83,711 △12.3 969 8.4 1,122 6.7 △3,309 ―
20年3月期 95,484 6.0 894 △60.5 1,052 △54.6 600 △64.9

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 △53.49 ―
20年3月期 9.62 9.62

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 79,238 45,615 57.6 737.51
20年3月期 81,982 50,343 61.4 811.72
（参考） 自己資本 21年3月期  45,615百万円 20年3月期  50,343百万円

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）

※本資料に記載されている予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 69,000 △17.6 1,200 23.7 1,200 6.9 1,100 ― 17.78



  
(1）経営成績に関する分析 

①当期（平成21年3月期）の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度半ばに米国に端を発した世界的な金融危機により企業の信用収縮

や雇用環境が悪化するなど、実体経済は急激かつ大幅に悪化致しました。 

建設業界におきましても、公共投資が引き続き減少し、民間建設需要も設備投資の大幅な抑制により低迷が続

いており、市場環境は一段と厳しさをましております。  

このような状況のなかで、当社グループは、みらい建設工業他２社を傘下に入れ、経営基盤の強化を図るとと

もに、「受注競争力の強化」、「コスト競争力の強化」を重点施策として、グループの営業力と収益力の強化に

取り組んでまいりました。 

その結果、当連結会計年度の受注高につきましては、前年度に比べて17.6%増加し1,404億63百万円となりまし

た。その内訳は、建築部門が341億48百万円(前年度比31.1%減)、土木部門が1,063億15百万円(同52.2%増)であり

ます。 

なお、受注高には、新規連結子会社の連結取り込み時の繰越高360億8百万円を含んでおります。 

売上高につきましては、前年度に比べて8.0%増加し1,342億39百万円となりました。その内訳は、建築部門が

529億17百万円(前年度比1.3%減)、土木部門が813億21百万円(同15.0%増)であります。 

利益につきましては、新規連結子会社も含めグループ内での集中購買、人事の交流による業務効率化及び原価

管理の徹底等により、完成工事総利益率は前年度より0.8ポイント上昇し7.1％となるとともに、新規連結子会社

の株式取得等により発生した負ののれんの償却等により、経常利益は前年度比76.1％増の25億18百万円となりま

した。 

当期純損益は、不動産市況の悪化や株価の下落等による保有不動産及び投資有価証券の評価減並びに繰延税金

資産の一部取崩等により、22億55百万円の損失となりました。 

これらの厳しい状況から、当連結会計年度の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら1株当たり12円へと減配

させて頂くこととなりました。 

今後、役職員一丸となって、早期の業績回復に取り組んでまいる所存であります。 

  

  

②次期（平成22年3月期）の見通し 

         建設業界は、前期に発生しました金融危機による景気低迷の長期化の影響を受け、民間設備投資の抑制、住宅

供給の低迷が継続すると考えられますが、一方において、景気浮揚策としての公共投資が増える見込みですが、

建設市場としてはパイの拡大を望めず、競争激化が一段と進むものと考えます。 

         このような状況認識の下、当社グル－プはグル－プ内の人的、物的交流を通じて各社の持てる経営資源である

技術力、営業力を活かし、グル－プ各社の経営体質の強化を図ってまいります。 

          また、現下の経営環境を踏まえ、人材の活用を図るためのワ－クシェア、業務の内製化による体質の強化、経

費の削減を推進し、経営目標達成に向け努力して行く所存であります。 

          平成22年3月期の連結業績及び個別業績につきましては以下のとおり見込んでおります。 

    

  

  

  

１．経営成績

  
 

      連結業績予想 

 

       個別業績予想 

 受 注 高  128,000 百万円  70,000 百万円 

 売 上 高  138,000 百万円  69,000 百万円 

 営 業 利 益  2,400 百万円  1,200 百万円 

 経 常 利 益  3,700 百万円  1,200 百万円 

 当 期 純 利 益  3,300 百万円  1,100 百万円 



(2）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、前連結会計年度末に比べ21,914百万円増加し、119,195百万円となりまし

た。  

 その主な要因は、連結子会社の増加に伴い、受取手形・完成工事未収入金等及び未成工事支出金等が増加した

ことによるものであります。  

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べて25,482百万円増加し、66,018百万円となりました。  

 その主な要因は、連結子会社の増加に伴い、支払手形・工事未払金等及び未成工事受入金等が増加したこと、

並びに新規連結子会社の株式取得に伴う負ののれんを計上したこと等によるものであります。 

 純資産の残高は、配当金の支払、当期純損失の計上及びその他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会

計年度末に比べ3,568百万円減少の53,176百万円となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、5,417百万円の支出となりました。これは売上債権の減少等による収入があったも

のの、仕入債務及び未成工事受入金の減少等による支出があったことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、1,396百万円の収入となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による収入1,271百万円があったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、6,552百万円の収入となりました。これは長・短借入金等の有利子負債の純増に

よる7,620百万円の収入と、配当金の支払930百万円等によるものであります。 

これらにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ2,504百万円増加

し、17,363百万円になりました。 

  

（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 

  

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題の一つと位置付け、財務体質の強化のため、必要な株主資本の

充実に努めるとともに、安定した配当を継続しつつ、企業業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としてお

ります。 

当期（平成21年3月期）の期末配当金につきましては、１株当たり12円とさせていただきます。 

なお、次期（平成22年3月期）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12円を予定し

ております。 

  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 （％） 47.7 52.0 53.1 55.1 41.9 

時価ベースの自己資本比率 （％）  30.7 51.1 36.2 25.9 12.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（年） 

 0.1 0.3 - - -

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍）     134.1 68.6 - - -

（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、期末株価終値×期末上場発行済株式総数（自己株式控除後）により計算して

おります。 

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

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19年3月期、平成20年3月期及び平成21年3月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのた

め、キャッシュ・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おり

ません。 



            

当社グループは、当社及び子会社７社により構成され、建設事業を主な事業内容とし、株式会社髙松コンストラクショング

ループのグループ企業としてこれらに関連する事業を行っております。 

  

当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。  

  

  

 

  

  

※1 ㈱東京証券取引所市場第一部及び㈱大阪証券取引所市場第一部に株式を上場しております。 

※2 ㈱大阪証券取引所市場第二部に株式を上場しております。 

  

  

２．企業集団の状況



  

(1）会社の経営の基本方針 

当社及び当社グループにかかわる多くのステークホルダーの皆様方に「より高い満足感」を感じてもらえるような、ユニー

クなグッドカンパニーであり続けることを経営の目標としております。 

そして、経営目標達成のため、各社の持てる技術を駆使し社会から信頼されるとともに、より収益性の高い企業を目指す

一方、自然や社会との共生を計り、不正や不当な手段による社益の追求は勿論、浮利を追うなど利益第一主義に陥らない

ことを経営の基本姿勢としております。 

  

  

(2）目標とする経営指標 

当社は安定した利益の確保を通じて企業価値の向上を目指しております。 

   経営指標としましては自己資本利益率（ＲＯＥ）を重視しており、連結ベースにおける同比率を10％まで引き上げることを

目標としております。  

  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 今後のわが国経済は、現下の景気低迷、後退局面が長期化するものと思われ、建設業界におきましても、市場

の縮小傾向が続くものと予測され、この経済環境を踏まえ、当社グループといたしましては、利益重視の経営を

行い、着実な成長を目指してまいります。 

 当社グル－プは、海上土木に実績のあるみらい建設工業他２社を連結子会社化し、建築、陸上土木、海上土木

の３分野において、グル－プ各社の培ってきた技術力を活かすとともに、相互の人的、物的交流を通じて経営資

源の有効活用を図ります。 

 また、平成２１年度の基本テ－マを「市場縮小時代を共に生き抜こう」とし、そのための具体策として「ワ－

クシェアで将来に備える」「業務の内製化で体質の強化」「経費削減」を推進し、経営目標達成に向け努力して

行く所存であります。 

    

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：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 14,859 17,363

受取手形・完成工事未収入金等 58,316 66,414

未成工事支出金 2,783 5,609

未収入金 4,497 3,346

繰延税金資産 924 661

その他 984 1,556

貸倒引当金 △167 △447

流動資産合計 82,197 94,504

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,076 1,092

機械・運搬具・工具器具備品 358 629

船舶 1,057 959

土地 3,815 3,855

リース資産 － 12

有形固定資産計 6,308 6,549

無形固定資産 115 125

投資その他の資産   

投資有価証券 3,648 2,949

長期貸付金 47 56

破産債権、更生債権等 266 3,687

長期未収入金 361 4,981

投資不動産 － 6,718

繰延税金資産 3,089 1,594

その他 2,216 2,045

貸倒引当金 △971 △4,018

投資その他の資産計 8,658 18,016

固定資産合計 15,082 24,691

資産合計 97,280 119,195



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 22,728 28,977

短期借入金 930 11,170

社債 200 200

未払法人税等 216 222

未成工事受入金 3,961 5,018

完成工事補償引当金 183 215

工事損失引当金 242 200

賞与引当金 663 802

その他 2,873 5,352

流動負債合計 31,998 52,160

固定負債   

社債 200 －

長期借入金 211 791

再評価に係る繰延税金負債 371 362

退職給付引当金 7,423 8,445

船舶特別修繕引当金 40 40

負ののれん － 3,673

その他 290 545

固定負債合計 8,536 13,858

負債合計 40,535 66,018

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 23,766 23,766

利益剰余金 26,000 22,815

自己株式 △1,132 △1,225

株主資本合計 53,634 50,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 △383

繰延ヘッジ損益 △20 －

評価・換算差額等合計 △9 △383

少数株主持分 3,120 3,204

純資産合計 56,745 53,176

負債純資産合計 97,280 119,195



（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 124,298 134,239

売上原価 116,447 124,742

売上総利益 7,851 9,497

販売費及び一般管理費 6,455 7,739

営業利益 1,395 1,757

営業外収益   

受取利息 71 42

受取配当金 40 65

負ののれん償却額 － 737

その他 95 98

営業外収益合計 206 944

営業外費用   

支払利息 59 109

為替差損 － 27

販売用不動産評価損 34 －

持分法による投資損失 38 －

その他 40 46

営業外費用合計 172 183

経常利益 1,430 2,518

特別利益   

前期損益修正益 66 53

固定資産売却益 53 89

投資有価証券売却益 501 －

関係会社株式交換益 － 274

その他 13 73

特別利益合計 636 491

特別損失   

固定資産除却損 20 －

投資有価証券評価損 211 1,216

貸倒引当金繰入額 － 817

販売用不動産評価損 － 978

その他 78 154

特別損失合計 310 3,166

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,756 △156

法人税、住民税及び事業税 190 232

法人税等調整額 533 1,754

少数株主利益 144 112

当期純利益又は当期純損失（△） 887 △2,255



（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 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

前期末残高 23,766 23,766

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,766 23,766

利益剰余金   

前期末残高 26,061 26,000

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 887 △2,255

当期変動額合計 △61 △3,185

当期末残高 26,000 22,815

自己株式   

前期末残高 △283 △1,132

当期変動額   

自己株式の取得 △849 △92

当期変動額合計 △849 △92

当期末残高 △1,132 △1,225

株主資本合計   

前期末残高 54,544 53,634

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 887 △2,255

自己株式の取得 △849 △92

当期変動額合計 △910 △3,278

当期末残高 53,634 50,356



（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 509 11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △497 △395

当期変動額合計 △497 △395

当期末残高 11 △383

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1 △20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 20

当期変動額合計 △22 20

当期末残高 △20 －

少数株主持分   

前期末残高 3,217 3,120

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 84

当期変動額合計 △97 84

当期末残高 3,120 3,204

純資産合計   

前期末残高 58,273 56,745

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 887 △2,255

自己株式の取得 △849 △92

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △617 △290

当期変動額合計 △1,527 △3,568

当期末残高 56,745 53,176



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,756 △156

減価償却費 371 456

持分法による投資損失・利益（△） 38 －

負ののれん償却額 － △737

貸倒引当金の増減額（△は減少） △355 △4,032

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △285

賞与引当金の増減額（△は減少） △171 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △633 △1,171

受取利息及び受取配当金 △111 △108

支払利息 59 109

投資有価証券売却損益（△は益） △501 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △89

関係会社株式交換益 － △274

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,216

売上債権の増減額（△は増加） △1,463 8,584

固定化債権の増減額（△は増加） 416 796

販売用不動産の増減額（△は増加） － △6,205

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,201 299

仕入債務の増減額（△は減少） 1,211 △6,590

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,170 △1,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △230 △652

その他 △828 5,276

小計 △2,411 △5,146

利息及び配当金の受取額 139 107

利息の支払額 △56 △104

法人税等の支払額 △184 △274

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,512 △5,417

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 △480 △216

有形固定資産の売却による収入 258 200

無形固定資産の取得による支出 △42 －

投資有価証券の取得による支出 △1,374 △88

投資有価証券の売却による収入 1,536 68

投資不動産の売却による収入 － 181

連結子会社株式の追加取得による支出 △141 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 1,271

貸付金の回収による収入 1 －

その他 64 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △178 1,396



（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） △630 7,240

長期借入れによる収入 － 700

長期借入金の返済による支出 △145 △120

社債の償還による支出 △200 △200

リース債務の返済による支出 － △19

配当金の支払額 △947 △930

少数株主への配当金の支払額 △23 △23

自己株式の取得による支出 △850 △92

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,797 6,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,492 2,504

現金及び現金同等物の期首残高 20,352 14,859

現金及び現金同等物の期末残高 14,859 17,363



   該当事項はありません。 

   

  

最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ものについては、開示を省略

しております。 

  

  

(５)継続企業の前提に関する注記

(６)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 

 すべての子会社（４社）を連結しておりま

す。 

 すべての子会社を連結しております。 

  連結子会社数 ７社 

     連結子会社名  青木マリーン㈱ 

        東興建設㈱ 

大和ロック㈱ 

あすなろ道路㈱ 

連結子会社であった大和工業㈱は、平成

19年12月７日に清算を結了いたしまし

た。 

なお、清算結了時までの同社の損益計算

書及びキャッシュ・フロー計算書につい

ては連結しております。 

   連結子会社名  青木マリーン㈱ 

        東興建設㈱ 

大和ロック㈱ 

あすなろ道路㈱ 

みらい建設工業㈱  

みらいジオテック㈱  

テクノマリックス㈱  

  

なお、みらい建設工業㈱、みらいジオテ

ック㈱は平成20年9月10日に当社が第三

者割当増資を引き受け、当連結会計年度

より当社の連結子会社となりました。 

 また、テクノマリックス㈱も、同日付

で当社の連結子会社である青木マリーン

㈱が第三者割当増資を引き受けたことに

より、当連結会計年度より当社の連結子

会社となりました。 

  

 非連結子会社はありません。  

２．持分法の適用に関

する事項 

①持分法適用の関連会社（１社） 

  国土総合建設㈱ 

①持分法適用の関連会社 

 該当事項なし 

持分法適用会社でありました国土総合建

設㈱は、平成20年4月1日に佐伯建設工業

㈱と合併したことにより、当社の持分比

率が低下し関連会社ではなくなりました

ので、当連結会計年度より持分法適用の

範囲から除外しております。 

  

  

②持分法非適用の関連会社（１社） 

  ㈱ＧＷＡ総合サービス 

 持分法非適用の関連会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

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。 

②持分法非適用の関連会社 

 該当事項なし 

持分法非適用関連会社でありました㈱Ｇ

ＷＡ総合サービスは、当社が保有してお

りました同社株式の全てを当連結会計年

度中に親会社の㈱髙松コンストラクショ

ングループに譲渡したため、関連会社で

はなくなりました。 



  

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．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 

   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 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

   但し、販売用不動産は個別法による

低価法 

たな卸資産 

未成工事支出金 

 個別法による原価法 

  

販売用不動産 

 個別法による原価法 

 （貸借対照表価額は収益性の低下に 

 基づく簿価切下げの方法により算定 

 しております。） 

  

（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。 

 この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、売上総利益、営業利益はそ

れぞれ45百万円少なく計上されておりま

す。  

   



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） 

(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 

  但し、平成10年４月１日以降に取得 

した建物（附属設備は除く）及び船舶に

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） 

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

降に取得したもの（船舶を除く）につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に

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） 

  当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したもの（船舶を除く）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46百万

円減少しております。 

────── 

   無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

但し、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 

 所有権移転ファイナンス・リース取引  

 に係るリース資産 

   自己所有の固定資産に適用する減価 

  償却方法と同一の方法を採用してお  

  ります。 

  

 所有権移転外ファイナンス・リース取 

 引に係るリース資産     

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、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。  



  

  

  

(７)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を引き続き採用しておりま

す。 

 これによる損益への影響はありません。 

  



  

  

  

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） 

１．有形固定資産に対する減価償却累計額については、

従来有形固定資産に対する控除項目として一括して

掲記しておりましたが、当連結会計年度末より各資

産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資

産の金額として表示し、減価償却累計額は注記事項

とする方法に変更しております。 

なお、前連結会計年度末を当連結会計年度末と同

様の方法によった場合の金額は、建物・構築物

1,090百万円、機械・運搬具・工具器具備品411百万

円、船舶1,258百万円であります。 

  

（連結貸借対照表関係） 

1.  前連結会計年度において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めていた「投資不動産」は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。 

   なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれる「投資不動産」は519百万円であ

ります。 

  

（連結損益計算書関係） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「貸倒

れに係る控除消費税」は、当連結会計年度におい

て、営業外収益の合計額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「その他」に含めて表示するこ

ととしました。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「貸倒れに係る控除消費税」は５百万円でありま

す。 

２．前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「投資有価証券評価損」は、当

連結会計年度において、特別損失の総額の100分の

10を超えたため、区分掲記しました。  

 なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損」

は18百万円であります。 

（連結損益計算書関係） 

１. 「為替差損」は、前連結会計年度まで、営業外費用

の「その他」に含めておりましたが、当連結会計年

度において、営業外収益の100分の10を超えたため

区分掲記しております。 

   なお、前連結会計年度末の「為替差損」は３百万

円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資

有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10

以下となったため、当連結会計年度より特別利益の

「その他」に含めて表示することといたしました。

   なお、当連結会計年度の特別利益の「その他」に

含まれる金額は0百万円であります。 

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定

資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下

となったため、当連結会計年度より特別損失の「そ

の他」に含めて表示することといたしました。 

   なお、当連結会計年度の特別損失の「その他」に

含まれる金額は6百万円であります。 

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローで前連結会計年

度まで「その他」に含めて表示しておりました「投

資有価証券売却益」は、当連結会計年度において区

分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「投資有価証券売却益」は△279百万円でありま

す。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

────── 



  

連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書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。  

  

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．発行済株式及び自己株式に関する事項 

   (注）普通株式の自己株式数の増加1,235,810株の内訳は、次のとおりです。 

         平成19年２月７日取締役会決議による市場買付        株  

          平成19年６月28日取締役会決議による市場買付        株  

          単元未満株の買取り                                          株 

  

２．新株予約権等に関する事項 

           会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

注記事項

（連結株主資本等変動計算書）

  前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式         

普通株式      （株）  48,735,500  －  －  48,735,500

Ａ種株式      （株）  14,864,500  －  －  14,864,500

合計  63,600,000  －  －  63,600,000

自己株式         

普通株式(注）   （株）  343,210  1,235,810  －  1,579,020

合計  343,210  1,235,810  －  1,579,020

402,500

832,000

1,310

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

  

平成19年５月16日 
普通株式  725  15.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

取締役会 

  
Ａ種株式  222  15.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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５月16日 
普通株式  707  利益剰余金  15.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

取締役会 

  
Ａ種株式  222  利益剰余金  15.0 平成20年３月31日 平成20年６月30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．発行済株式及び自己株式に関する事項 

   (注）普通株式の自己株式数の増加169,874株の内訳は、次のとおりです。 

          平成19年６月28日取締役会決議による市場買付           株  

          単元未満株の買取り                                            株 

  

２．新株予約権等に関する事項 

会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

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）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日  

至平成21年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める建設事業の割合

がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21年３月31日）については、在外連結子会社がないため記載しておりません。 

  

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）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至

平成21年３月31日）については、海外売上高がないため記載しておりません。 

  前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式         

普通株式      （株）  48,735,500  －  －  48,735,500

Ａ種株式      （株）  14,864,500  －  －  14,864,500

合計  63,600,000  －  －  63,600,000

自己株式         

普通株式(注）   （株）  1,579,020  169,874  －  1,748,894

合計  1,579,020  169,874  －  1,748,894

168,000

1,874

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

  

平成20年５月16日 
普通株式  707  15.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

取締役会 

  
Ａ種株式  222  15.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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５月12日 
普通株式  563  利益剰余金  12.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

取締役会 

  
Ａ種株式  178  利益剰余金  12.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 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） 

パーチェス法の適用 

1.被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに 

 取得した議決権比率  

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容 

      被取得企業の名称   みらい建設工業㈱、みらいジオテック㈱、テクノマリックス㈱  

   事業の内容      建設事業  

  

（２）企業結合を行った主な理由 

   被取得企業３社が得意とする港湾等海上土木事業分野の拡大のため 

  

（３）企業結合日  平成20年９月10日 

  

（４）企業結合の法的形式並びに取得した議決権比率 

   みらい建設工業㈱  … 当社による株式取得             議決権比率 100％ 

   みらいジオテック㈱ … 当社による株式取得             議決権比率  100％ 

    テクノマリックス㈱ … 当社子会社の青木マリーン㈱による株式取得  議決権比率 100％ 

  

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

        平成20年10月１日から平成21年３月31日まで 

  

３．被取得企業の取得原価及びその内訳  

  

４．発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（１）発生した負ののれんの金額  4,408百万円 

（２）発生原因 

   企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれんとして認識しております。 

（３）償却方法及び償却期間    ３年間で均等償却 

  

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  

６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす 

  影響の概算額 

  

（概算額の算定方法） 

    企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結 

  損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。 

   なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

（企業結合等関係）

 取得の対価  みらい建設工業㈱の普通株式      2,500  百万円 

 取得の対価  みらいジオテック㈱の普通株式        100  百万円 

 取得の対価  テクノマリックス㈱の普通株式        180  百万円 

 取得原価        2,780  百万円 

 流動資産  24,077百万円  

 固定資産  3,383百万円 

 資産合計  27,460百万円  

 流動負債  20,700百万円  

 固定負債  2,352百万円  

 負債合計  23,052百万円  

 売上高  19,510百万円  

 経常損失(△)  △1,138百万円  



  

  

（注）1. １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
  

   （注）Ａ種株式は、議決権がないこと以外は普通株式と異ならない非上場の無議決権普通配当株式であります。 

  

2. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。 
  

  

 該当事項はありません。 

 (開示の省略) 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、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（円）  864.62  807.94

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失（△）（円） 
 14.21  △36.46

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  14.21  －

  
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（百万円）  56,745  53,176

  純資産の部の合計額から控除する金額 

 （百万円） 
 3,120  3,204

  （うち少数株主持分）  (3,120)  (3,204)

普通株式に係る期末純資産額（百万円）  53,624  49,972

期末の普通株式の数（千株）  62,020  61,851

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 

 期末の普通株式の種類別の内訳 

  普通株式        千株 

Ａ種株式      千株 

47,156

14,864

  普通株式        千株 

Ａ種株式       千株 

46,986

14,864

  
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     

当期純利益（百万円）  887               △2,255

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）  887        △2,255

普通株式の期中平均株式数（千株）  62,469         61,859

１株当たり当期純利益の算定に用いられた普

通株式の期中平均株式数の種類別の内訳 

  普通株式        千株 

  Ａ種株式       千株 

47,604

14,864

  普通株式        千株 

  Ａ種株式        千株 

46,995

14,864

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

 当期純利益調整額（百万円）  －             －

 普通株式増加数（千株）  0             －

 （うち新株予約権）  (0)           －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

     － 

 新株予約権 1種類 

 株式発行予定数 1,756千株 

 （新株予約件の数 3,512個）  

（重要な後発事象）



  

（１）連結受注工事高 

  （注）当連結会計年度の受注工事高には、新規連結子会社の連結取り込み時の繰越高36,008百万円  

      （建築工事6,196百万円、土木工事29,811百万円）を含めて表示しております。 

  

  

（２）連結完成工事高 

  

  

  

  

５．受注工事高及び完成工事高の状況

  

    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)  

  

増減  

  

  
金額  

 (百万円) 

構成比  

 (％) 

金額  

(百万円)  

構成比  

 (％) 

金額  

 (百万円) 

 構成比 

(％)  

 建築工事     49,561      41.5     34,148      24.3    △15,413     △31.1

 土木工事     69,858      58.5    106,315      75.7     36,457      52.2

 計     119,419     100.0    140,463      100.0     21,043      17.6

  

    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） 

  

増減  

  

  
金額 

（百万円） 

 構成比 

（％） 

 金額 

（百万円） 

 構成比 

（％） 

 金額 

（百万円） 

 構成比 

（％） 

 建築工事     53,606      43.1     52,917      39.4     △688     △1.3

 土木工事     70,691      56.9     81,321      60.6    10,629      15.0

 計    124,298     100.0    134,239     100.0     9,941      8.0



  

 （注） 前事業年度の繰越工事高は、市況の低迷等により事業計画が中止となり契約を解除した工事について 

    修正したものを表示しております。 

   

（参考）提出会社単独の受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況

      

 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）

 増減  

      
 金額 

（百万円） 

 構成比 

（％）  

 金額 

（百万円） 

 構成比 

（％）  

 金額 

（百万円）  

 率 

（％）  

   建築  官公庁  1,998   909    

   民間  47,563   22,071    

 受   建築 計  49,561  54.9  22,981  39.3  △26,580  △53.6

 注  土木  官公庁  22,730   27,176    

 工   民間  18,065   8,246    

 事   土木 計  40,796  45.1  35,422  60.7  △5,373  △13.2

 高  計  官公庁  24,729  27.4  28,086  48.1  3,356  13.6

   民間  65,629  72.6  30,318  51.9  △35,311  △53.8

 

 

受注工事高 計

 

 90,358  100.0  58,404  100.0  △31,954  △35.4

  建築  官公庁  1,812   2,031    

   民間  51,794   47,542    

 完   建築 計  53,606  56.1  49,573  59.2  △4,033  △7.5

 成  土木  官公庁  26,768   20,879    

 工   民間  15,109   13,258    

 事   土木 計  41,877  43.9  34,138  40.8  △7,739  △18.5

 高  計  官公庁  28,581  29.9  22,910  27.4  △5,670  △19.8

   民間  66,903  70.1  60,801  72.6  △6,101  △9.1

 

 

 完成工事高 計

 

 95,484  100.0  83,711  100.0  △11,772  △12.3

  建築  官公庁  2,493   1,372    

   民間  64,285   38,814    

 繰   建築 計  66,779  60.7  40,187  47.4  △26,591  △39.8

 越  土木  官公庁  20,563   26,860    

 工   民間  22,717   17,705    

 事   土木 計  43,281  39.3  44,565  52.6  1,284  3.0

 高  計  官公庁  23,057  21.0  28,233  33.3  5,175  22.4

   民間  87,002  79.0  56,519  66.7  △30,483  △35.0

 

 

 繰越工事高 計

 

 110,060  100.0  84,752  100.0  △25,307  △23.0



６．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 8,873 9,546

受取手形 4,631 9,271

完成工事未収入金 45,511 32,926

販売用不動産 － 70

未成工事支出金 1,242 1,781

短期貸付金 2,500 －

未収入金 4,493 2,031

繰延税金資産 730 486

その他 559 583

貸倒引当金 △53 △86

流動資産合計 68,489 56,610

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 640 618

機械・運搬具 42 84

工具器具・備品 75 56

土地 1,847 1,848

リース資産 － 12

有形固定資産計 2,606 2,620

無形固定資産 102 95

投資その他の資産   

投資有価証券 2,770 2,146

関係会社株式 3,806 5,530

長期貸付金 25 23

破産債権、更生債権等 211 1,757

長期未収入金 335 2,585

長期保証金 1,444 1,323

投資不動産 － 6,522

繰延税金資産 2,702 1,335

その他 309 63

貸倒引当金 △824 △1,375

投資その他の資産計 10,783 19,912

固定資産合計 13,492 22,627

資産合計 81,982 79,238



（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 88 48

工事未払金 18,250 12,303

短期借入金 － 8,300

未払金 － 1,928

未払法人税等 131 107

未成工事受入金 3,348 2,682

預り金 1,457 833

完成工事補償引当金 174 182

工事損失引当金 234 46

賞与引当金 521 461

その他 864 649

流動負債合計 25,072 27,544

固定負債   

長期借入金 － 700

退職給付引当金 6,313 5,125

その他 252 252

固定負債合計 6,566 6,078

負債合計 31,638 33,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金 23,766 23,766

利益剰余金   

利益準備金 500 500

その他利益剰余金   

別途積立金 16,900 16,900

繰越利益剰余金 5,274 1,034

利益剰余金合計 22,674 18,434

自己株式 △1,132 △1,225

株主資本合計 50,307 45,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 △359

純資産合計 50,343 45,615

負債純資産合計 81,982 79,238



（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 95,484 83,711

売上原価 90,258 78,503

売上総利益 5,226 5,208

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 4,331 4,239

営業利益 894 969

営業外収益   

受取利息 87 50

受取配当金 92 124

その他 26 32

営業外収益合計 207 207

営業外費用   

支払利息 23 40

売上債権売却損 － 8

販売用不動産評価損 15 －

その他 11 5

営業外費用合計 49 54

経常利益 1,052 1,122

特別利益   

前期損益修正益 29 35

投資有価証券売却益 395 19

関係会社株式交換益 － 43

その他 3 4

特別利益合計 429 103

特別損失   

投資有価証券評価損 178 1,075

貸倒引当金繰入額 － 694

販売用不動産評価損 － 978

その他 25 51

特別損失合計 252 2,800

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,229 △1,573

法人税、住民税及び事業税 78 99

法人税等調整額 550 1,636

法人税等合計 628 1,735

当期純利益又は当期純損失（△） 600 △3,309



（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 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 23,766 23,766

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,766 23,766

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 500 500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 16,900 16,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,900 16,900

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,622 5,274

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 600 △3,309

当期変動額合計 △348 △4,239

当期末残高 5,274 1,034

利益剰余金合計   

前期末残高 23,022 22,674

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 600 △3,309

当期変動額合計 △348 △4,239

当期末残高 22,674 18,434

自己株式   

前期末残高 △283 △1,132

当期変動額   

自己株式の取得 △849 △92

当期変動額合計 △849 △92

当期末残高 △1,132 △1,225



（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) 

株主資本合計   

前期末残高 51,504 50,307

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 600 △3,309

自己株式の取得 △849 △92

当期変動額合計 △1,197 △4,332

当期末残高 50,307 45,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 407 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △370 △395

当期変動額合計 △370 △395

当期末残高 36 △359

純資産合計   

前期末残高 51,911 50,343

当期変動額   

剰余金の配当 △948 △930

当期純利益又は当期純損失（△） 600 △3,309

自己株式の取得 △849 △92

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △370 △395

当期変動額合計 △1,567 △4,728

当期末残高 50,343 45,615



  該当事項はありません。 

   

(４)継続企業の前提に関する注記
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