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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 6,229 △3.0 52 ― 89 243.4 △160 ―

20年3月期 6,422 △16.3 △4 ― 25 △87.3 △628 ―

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 △23.98 ― △4.6 1.5 0.8
20年3月期 △93.74 ― △15.8 0.4 △0.1

（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 5,653 3,352 59.3 500.01
20年3月期 6,008 3,607 60.0 538.07

（参考） 自己資本   21年3月期  3,352百万円 20年3月期  3,607百万円

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 331 △350 △111 2,540
20年3月期 △681 △483 △38 2,671

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 ― ― ― 13.00 13.00 87 ― 2.4
21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 67 ― 2.6

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

2,500 ― △150 ― △120 ― △125 ― △18.64

通期 5,700 ― △140 ― △120 ― △130 ― △19.39



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、20ページ「連結財務諸表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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 6,706,000株 20年3月期 6,706,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,113株 20年3月期  1,113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 5,261 △12.3 40 399.7 71 83.8 △162 ―

20年3月期 6,000 △21.7 8 △96.2 39 △81.7 △643 ―

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 △24.30 ―

20年3月期 △95.98 ―

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 5,343 3,347 62.6 499.20
20年3月期 5,735 3,604 62.8 537.58

（参考） 自己資本 21年3月期  3,347百万円 20年3月期  3,604百万円

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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ （次期の見
通し）をご覧下さい。 

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 2,100 ― △140 ― △130 ― △135 ― △20.13

通期 4,900 ― △150 ― △130 ― △140 ― △20.88















１【連結財務諸表等】 
（１）【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   

現金及び預金 3,081,907 2,980,917

受取手形・完成工事未収入金等 202,029 74,675

たな卸資産 631,873 －

販売用不動産 － 246,807

未成工事支出金 － 303,400

短期貸付金（純額） － 265,300

繰延税金資産 49,636 －

その他 162,455 34,956

貸倒引当金 △48,285 △15,988

流動資産合計 4,079,618 3,890,069

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2  1,408,686 ※2  1,367,860

減価償却累計額 △616,247 △666,831

建物・構築物（純額） 792,439 701,028

土地 ※2  865,838 ※2  805,604

その他 144,195 146,343

減価償却累計額 △80,486 △102,129

その他（純額） 63,709 44,214

有形固定資産計 1,721,986 1,550,847

無形固定資産 16,153 13,715

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  46,141 ※1  85,676

長期貸付金 61,961 61,938

繰延税金資産 34,365 －

その他 121,435 160,203

貸倒引当金 △72,900 △108,605

投資その他の資産計 191,003 199,213

固定資産合計 1,929,144 1,763,776

資産合計 6,008,762 5,653,845



(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 1,021,858 936,509

短期借入金 ※2  429,324 ※2  480,324

未払法人税等 759 17,193

未成工事受入金 279,597 217,517

預り金 61,109 95,284

賞与引当金 51,200 44,750

完成工事補償引当金 54,000 53,000

その他 96,408 118,224

流動負債合計 1,994,257 1,962,803

固定負債   

長期借入金 ※2  119,899 ※2  44,575

退職給付引当金 91,843 97,643

役員退職慰労引当金 150,700 154,700

その他 44,358 41,594

固定負債合計 406,801 338,513

負債合計 2,401,058 2,301,316

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,350 547,350

資本剰余金 270,845 270,845

利益剰余金 2,791,525 2,543,582

自己株式 △482 △495

株主資本合計 3,609,237 3,361,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,534 △8,753

評価・換算差額等合計 △1,534 △8,753

純資産合計 3,607,703 3,352,528

負債純資産合計 6,008,762 5,653,845



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 6,422,877 6,229,062

売上原価 5,340,271 5,094,742

売上総利益 1,082,606 1,134,320

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 382,511 419,538

賞与引当金繰入額 34,461 30,484

退職給付費用 15,046 19,151

役員退職慰労引当金繰入額 6,500 6,500

広告宣伝費 121,526 94,604

貸倒引当金繰入額 － 3,417

減価償却費 58,053 54,372

その他 469,384 454,024

販売費及び一般管理費合計 1,087,483 1,082,092

営業利益又は営業損失（△） △4,876 52,227

営業外収益   

受取利息 6,643 9,882

受取手数料 35,356 28,039

受取保険料 － 6,691

その他 18,257 12,930

営業外収益合計 60,257 57,543

営業外費用   

支払利息 11,426 11,911

和解金 14,190 5,936

その他 3,804 2,760

営業外費用合計 29,421 20,609

経常利益 25,959 89,162

特別利益   

固定資産売却益 ※1  350 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,900 2,500

特別利益合計 2,250 2,500

特別損失   

固定資産売却損 ※2  3,346 ※2  －

固定資産除却損 ※3  4,917 ※3  188

投資有価証券評価損 － 3,289

減損損失 ※4  517,007 ※4  102,194

たな卸資産評価損 － 50,045

特別損失合計 525,271 155,717

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△497,061 △64,054

法人税、住民税及び事業税 2,562 12,810

法人税等調整額 128,804 83,914

法人税等合計 131,367 96,724

当期純損失（△） △628,428 △160,779



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 547,350 547,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547,350 547,350

資本剰余金   

前期末残高 270,845 270,845

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 270,845 270,845

利益剰余金   

前期末残高 3,507,584 2,791,525

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △628,428 △160,779

自己株式の処分 △462 －

当期変動額合計 △716,058 △247,943

当期末残高 2,791,525 2,543,582

自己株式   

前期末残高 △390 △482

当期変動額   

自己株式の取得 △92 △12

当期変動額合計 △92 △12

当期末残高 △482 △495

株主資本合計   

前期末残高 4,325,388 3,609,237

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △628,428 △160,779

自己株式の取得 △92 △12

自己株式の処分 △462 －

当期変動額合計 △716,151 △247,955

当期末残高 3,609,237 3,361,282



(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 10,652 △1,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △12,187 △7,219

当期末残高 △1,534 △8,753

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,652 △1,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △12,187 △7,219

当期末残高 △1,534 △8,753

純資産合計   

前期末残高 4,336,041 3,607,703

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △628,428 △160,779

自己株式の取得 △92 △12

自己株式の処分 △462 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △728,338 △255,175

当期末残高 3,607,703 3,352,528



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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△497,061 △64,054

減価償却費 78,131 74,682

減損損失 517,007 102,194

固定資産除却損 4,917 188

固定資産売却損益（△は益） 2,995 －

投資有価証券評価損 － 3,289

貸倒引当金の増減額（△は減少） △403 3,408

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,800 △6,450

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,469 5,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,100 4,000

受取利息及び受取配当金 △7,111 △10,376

支払利息 11,426 11,911

売上債権の増減額（△は増加） 10,521 127,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,475 82,445

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,012 62,933

仕入債務の増減額（△は減少） △253,835 △85,349

未成工事受入金の増減額（△は減少） 769 △62,079

その他の流動負債の増減額（△は減少） △55,437 52,810

その他 △24 △39,410

小計 △458,760 262,297

利息及び配当金の受取額 7,110 10,376

利息の支払額 △11,723 △11,919

法人税等の支払額 △217,819 △1,633

法人税等の還付額 － 72,231

営業活動によるキャッシュ・フロー △681,193 331,352

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △562,000 △270,000

定期預金の払戻による収入 582,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △705,805 △3,585

有形固定資産の売却による収入 137,406 －

投資有価証券の取得による支出 － △50,043

保険積立金の積立による支出 － △2,408

投資その他の資産の増減額（△は増加） 24,771 －

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  △4,880 －

貸付金の回収による収入 44,718 346,273

貸付けによる支出 － △611,550

その他  472

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,790 △350,841



(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) 

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） △10,000 45,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △41,777 △69,324

配当金の支払額 △87,167 △87,164

自己株式の売却による収入 538 －

自己株式の取得による支出 △92 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,499 △111,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,203,483 △130,989

現金及び現金同等物の期首残高 3,875,390 2,671,907

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,671,907 ※1  2,540,917













































２【財務諸表等】 
（１）【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   

現金及び預金 2,896,484 2,768,650

受取手形 31,000 －

完成工事未収入金 132,510 27,451

販売用不動産 － 237,065

分譲土地建物 257,667 －

未成工事支出金 333,680 268,385

前払費用 5,009 3,672

繰延税金資産 49,636 －

短期貸付金 － 265,300

未収入金 139,424 6,464

その他 14,545 16,224

貸倒引当金 △46,449 △14,161

流動資産合計 3,813,510 3,579,053

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  1,297,865 ※2  1,263,521

減価償却累計額 △549,618 △596,134

建物（純額） 748,247 667,386

構築物 ※2  48,109 ※2  47,797

減価償却累計額 △34,778 △37,237

構築物（純額） 13,331 10,559

車両運搬具 17,998 17,998

減価償却累計額 △12,057 △14,907

車両運搬具（純額） 5,941 3,090

工具器具・備品 122,061 124,209

減価償却累計額 △64,635 △83,365

工具器具・備品（純額） 57,425 40,843

土地 ※2  843,838 ※2  785,804

有形固定資産計 1,668,783 1,507,685

無形固定資産   

ソフトウエア 7,215 4,875

電話加入権 7,360 7,360

無形固定資産計 14,575 12,235

投資その他の資産   

投資有価証券 46,141 85,676

関係会社株式 80,790 80,790

出資金 970 160

長期貸付金 ※1  61,961 ※1  61,938

長期前払費用 4,012 3,375

繰延税金資産 34,365 －

差入保証金 72,833 72,819

その他 10,380 48,320

貸倒引当金 △72,900 △108,605

投資その他の資産計 238,554 244,474

固定資産合計 1,921,913 1,764,395



(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) 

資産合計 5,735,423 5,343,448

負債の部   

流動負債   

支払手形 290,867 234,359

買掛金 ※1  340,462 ※1  336,529

工事未払金 231,013 167,558

短期借入金 ※2  350,000 ※2  375,000

1年内返済予定の長期借入金 69,324 75,324

未払金 37,453 36,648

未払費用 25,478 23,591

未払法人税等 － 16,413

未成工事受入金 229,429 181,154

預り金 59,663 92,345

賞与引当金 42,000 35,000

完成工事補償引当金 54,000 53,000

その他 8,633 45,764

流動負債合計 1,738,326 1,672,690

固定負債   

長期借入金 ※2  119,899 ※2  44,575

退職給付引当金 91,502 97,402

役員退職慰労引当金 138,900 141,000

その他 42,357 40,681

固定負債合計 392,658 323,659

負債合計 2,130,985 1,996,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,350 547,350

資本剰余金   

資本準備金 270,845 270,845

資本剰余金合計 270,845 270,845

利益剰余金   

利益準備金 93,200 93,200

その他利益剰余金   

別途積立金 2,850,000 2,400,000

繰越利益剰余金 △154,939 44,952

利益剰余金合計 2,788,260 2,538,152

自己株式 △482 △495

株主資本合計 3,605,972 3,355,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,534 △8,753

評価・換算差額等合計 △1,534 △8,753

純資産合計 3,604,438 3,347,099

負債純資産合計 5,735,423 5,343,448



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) 

完成工事高 5,343,201 4,704,291

完成工事原価 4,516,304 3,624,188

完成工事総利益 826,897 1,080,102

兼業事業売上高 657,313 557,192

兼業事業売上原価 528,691 731,699

兼業事業総利益 128,621 △174,507

売上高合計 6,000,514 5,261,483

売上原価合計 5,044,996 4,355,888

売上総利益 955,518 905,594

販売費及び一般管理費   

役員報酬 52,292 42,279

従業員給料手当 338,212 325,418

賞与引当金繰入額 24,311 21,928

退職給付費用 13,475 17,111

役員退職慰労引当金繰入額 5,400 4,600

法定福利費 52,860 51,339

福利厚生費 8,233 3,449

修繕維持費 3,061 1,661

事務用品費 22,999 13,903

通信交通費 23,609 20,477

動力用水光熱費 15,038 13,911

広告宣伝費 112,033 80,774

交際費 12,987 6,380

地代家賃 64,096 45,553

減価償却費 57,085 52,906

租税公課 26,958 44,057

保険料 2,839 5,670

支払手数料 56,319 64,435

その他 55,665 49,566

販売費及び一般管理費合計 947,479 865,425

営業利益 8,038 40,169

営業外収益   

受取利息 6,384 9,211

受取配当金 462 492

受取手数料 34,870 26,150

その他 17,957 15,749

営業外収益合計 59,674 51,603



(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) 

営業外費用   

支払利息 11,369 11,426

和解金 14,190 5,936

その他 3,022 2,468

営業外費用合計 28,582 19,832

経常利益 39,131 71,940

特別利益   

固定資産売却益 ※1  350 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,900 2,500

特別利益合計 2,250 2,500

特別損失   

固定資産売却損 ※2  3,346 －

固定資産除却損 ※3  4,917 ※3  188

投資有価証券評価損 － 3,289

関係会社株式評価損 28,509 －

減損損失 ※4  517,007 ※4  93,537

たな卸資産評価損 － 44,366

特別損失合計 553,780 141,381

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △512,398 △66,941

法人税、住民税及び事業税 2,083 12,000

法人税等調整額 129,057 84,002

法人税等合計 131,140 96,002

当期純損失（△） △643,539 △162,943



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 547,350 547,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547,350 547,350

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 270,845 270,845

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 270,845 270,845

資本剰余金合計   

前期末残高 270,845 270,845

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 270,845 270,845

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 93,200 93,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 93,200 93,200

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,850,000 2,850,000

当期変動額   

別途積立金の取崩  △450,000

当期変動額合計 － △450,000

当期末残高 2,850,000 2,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 575,767 △154,939

当期変動額   

別途積立金の取崩  450,000

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △643,539 △162,943

当期変動額合計 △730,707 199,892

当期末残高 △154,939 44,952



(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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,518,967 2,788,260

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △643,539 △162,943

当期変動額合計 △730,707 △250,107

当期末残高 2,788,260 2,538,152

自己株式   

前期末残高 △390 △482

当期変動額   

自己株式の取得 △92 △12

当期変動額合計 △92 △12

当期末残高 △482 △495

株主資本合計   

前期末残高 4,336,772 3,605,972

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △643,539 △162,943

自己株式の取得 △92 △12

当期変動額合計 △730,799 △250,119

当期末残高 3,605,972 3,355,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,652 △1,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △12,187 △7,219

当期末残高 △1,534 △8,753

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,652 △1,534

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △12,187 △7,219

当期末残高 △1,534 △8,753



(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) 

純資産合計   

前期末残高 4,347,425 3,604,438

当期変動額   

剰余金の配当 △87,167 △87,164

当期純損失（△） △643,539 △162,943

自己株式の取得 △92 △12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,187 △7,219

当期変動額合計 △742,987 △257,339

当期末残高 3,604,438 3,347,099
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