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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 6,500 20.8 397 101.1 396 78.7 195 49.6
20年3月期 5,381 0.2 197 △49.2 221 △43.7 130 △42.9

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
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 16.78 16.75 11.1 14.9 6.1
20年3月期 10.56 10.14 7.5 7.4 3.7

（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 2,666 1,796 66.8 159.40
20年3月期 3,184 1,767 55.3 144.11

（参考） 自己資本   21年3月期  1,781百万円 20年3月期  1,761百万円

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 842 △13 △174 1,428
20年3月期 △483 △7 △106 773

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 ― 5.00 5.00 61 47.3 3.5
21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 55 29.8 3.3
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 5.00 5.00 52.6

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

1,600 △60.7 △186 △147.6 △190 △148.6 △110 △148.6 △9.43

通期 4,600 △29.2 108 △72.9 100 △74.8 58 △70.4 4.97
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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） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29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 無
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 12,712,000株 20年3月期 12,702,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,533,500株 20年3月期  477,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は４ページに記載した「次期の見通し」をご参照ください。 
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当期のわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の影響により、企

業収益の大幅な低下、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化など、厳しい状況が顕在化する状態となりまし

た。  

オフィス市場におきましては、活発であったオフィスの拡張や移転需要が大幅に減退し、都心５区の空

室 率 も 平 成 19 年 12 月 の 2.65％ を 底 に、平 成 21 年 3 月 に は 6.05％ ま で 上 昇（http://www.e-

miki.com/data/index.html三鬼商事株式会社調べ）しております。  

このような厳しい状況の中、当社は過去 高水準である前期末受注残と、当第２四半期迄の着実な受注

により、売上総利益は、前期の実績を大きく上回りました。また、経済環境の悪化の影響を受け、当期

に予定していた採用計画を見直すこと等により、販売費及び一般管理費の増加を抑制し、営業利益、経

常利益も、前期の実績を大きく上回りました。  

来期に備え、社内コミュニケーションの活性化と、固定費削減を目的とした本社分室を本社に拠点統合

する等の施策を実施したこと等により特別損失が48百万円発生しました。  

これらの結果、売上高は6,500百万円（前期5,381百万円、前期比20.8％増）、営業利益は397百万円

（前期197百万円、前期比101.1％増）、経常利益は396百万円（前期221百万円、前期比78.7％増)、当

期純利益は195百万円（前期130百万円、前期比49.6％増)となりました。 

 尚、経済環境の著しい悪化という危機への対応策として、取締役会長坂田明が、平成21年３月２日に

代表取締役会長となり、平成21年４月１日に代表取締役社長兼会長となる経営体制の変更を行いまし

た。  

事業のセグメント別の状況は以下のとおりです。  

  ① オフィス事業部  

コンサルテーションから設計・デザイン、調達支援、施工監理、引越し、運用まで、オフィスづくりに

関わる様々な業務を一括してマネジメントする、当社ならではの総合力を更に強化することで、当第２

四半期迄は着実に受注を拡大致しましたが、当第３四半期以降、世界規模で急激に経済環境が悪化し、

多くの企業がオフィス移転など多額の資金を伴う経営判断を凍結したことから、大変厳しい受注状況と

なりました。  

 以上の結果、オフィス事業部の売上高は5,788百万円（前年同期4,761百万円）となりました。  

  ② ＣＭ事業部  

経済環境が厳しさを増す中で、コストダウンに対する顧客の要請はこれまで以上に拡大しています。当

社は、いかなるグループにも属さない完全に独立した地位を確立している上、当社フィーはマンアワー

（社員一人ひとりが費やす時間）に基づくもので、工事や機器などの調達原価に捉われず、徹底したベ

ンダーフリーと顧客本位の品質、コスト、スケジュールの 適化実現に優れていることから、当社の価

値は益々高まっていると申せます。  

さまざまな建物に対応可能な『設計＆ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）』を遂行する人材を

強化・育成することで、 高レベルのデータセンター、病院や大学、リゾート施設など、特殊性の高い

建物の設計や施工監理の受注を第２四半期迄は着実に拡大してまいりましたが、経済環境の急激な悪化

により、顧客が案件の検討を先送りするなど、当第３四半期以降に成約に至ったものは低レベルにとど

まりました。一方、大企業における全国展開の自社保有の不動産や資産の管理に対する企業の中央統制

の強化とコスト削減意識の高まりを受け、企業の管財業務アウトソースを専門的に請け負う業務が拡大

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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し、将来に亘って、安定的受注に繋げるための体制を更に強化致しました。  

以上の結果、ＣＭ事業部の売上高は711百万円（前年同期620百万円）となりました。  

  

（次期の見通し）  

 次期につきましては、世界的金融危機による景気の低迷や、企業の設備投資抑制等により、引き続き

企業業績が鈍化するものと予想されます。  

オフィス事業については、各社雇用調整等による人員削減が終わりつつあり、固定費削減を目的とした

拠点の統合、低賃料物件への移転計画が動きだしております。  

ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）事業については、ＣＭ手法にて実施した大阪府立大学の校

舎建て替えの実績が評価され、江戸川区小学校のＣＭ手法による建て替え工事を受注する等、ＣＭ手法

と当社の認知度が向上しており、今後マーケットが拡大すると考えております。。  

ＣＲＥＭ（コーポレート・リアルエステート・マネジメント）事業については、全国にある自社保有不

動産等を中央統制する企業が増え、ＣＭ手法による説明責任の履行や、ノンコア業務のアウトソーシン

グニーズ、コスト削減意識が高まっており、強い引き合いがあります。  

当期後半において、世界的金融危機による影響を当社も受け、増員計画を見直し、16名減となる149名

体制にしたほか、本社分室を本社へ統合する等の固定費削減を実施いたしましたが、次期上半期に終了

するプロジェクトの粗利益は固定費を下回り、次期上半期については、186百万円の営業赤字となる見

込みであります。通期では、原点回帰による現場力の強化等により受注の拡大を図り、売上高は4,600

百万円、営業利益は108百万円、経常利益は100百万円、当期純利益は58百万円となる見通しでありま

す。  
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①資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

    流動資産は、前事業年度末に比べて17.4%減少し、2,314百万円となりました。これは、   

   主として現金及び預金が757百万円増加したことに対し、完成工事未収入金が1,017百万円、   

   未成工事支出金が150百万円、預け金が101百万円減少したことなどによります。 

    固定資産は、前事業年度末に比べて 7.8%減少し、352百万円となりました。これは、主 

   として本社分室統合に伴い敷金が25百万円減少したことなどによります。 

    この結果、総資産は、前事業年度末に比べて、16.2%減少し、2,666百万円となりました。 

(ロ) 負債 

    流動負債は、前事業年度末に比べて48.5%減少し、605百万円となりました。これは、 

   主として工事未払金が588百万円減少したことなどによります。 

    固定負債は、前事業年度末に比べて 9.4%増加し、263百万円となりました。これは、主 

      として役員退職慰労引当金が14百万円増加したことなどによります。 

    この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、38.6%減少し、869百万円となりまし 

   た。  

(ハ) 純資産 

    純資産合計は、前事業年度末に比べて 1.7%増加し、1,796百万円となりました。これは、 

   主として利益剰余金が134百万円、自己株式が113百万円増加したことなどによります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ655 

  百万円増加し、当事業年度末には1,428百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動の結果得られた資金は842百万円となりました（前期は483百万円の減少）。 

    収入の主な内訳は、税引前当期純利益348百万円と売上債権の減少993百万円等であり、   

    支出の主な内訳は、法人税等の支払額143百万円と仕入債務の減少587百万円等であり 

    ます。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動の結果支出した資金は13百万円となりました（前期は7百万円の支出）。 

    支出の主な内訳は、有形固定資産の取得9百万円等であります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    財務活動の結果支出した資金は174百万円となりました（前期は106百万円の支出）。 

    これは、主に自己株式の取得による支出114百万円、配当金の支払60百万円等によるもの 

    であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（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。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている債務のうち、利子を支払っている全ての負債を対象 

 としております。 

  

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対して安定的

かつ継続的に利益還元することを基本方針としております。また、配当性向30％を基準とし、財政状

況、利益水準などを総合的に勘案したうえで、利益配当を行なってまいります。 

  当期(平成21年３月期)の配当金に関しましては、上記の方針に基づき、１株当たり5.0円（配当性向

29.8%）の期末配当(年間)を予定しております。 

 また、次期(平成22年3月期)の期末配当（年間）につきましては、１株当たり5.0円(配当性向52.6%)

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(%) 53.7 55.8 61.3 55.3 66.8

時価ベースの自己資本比率
(%)

180.2 169.4 97.9 49.9 39.0

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(倍)

28.4 △ 72.7 ─ △ 1,497.1 ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを記載します。当社は、これらリス

クの可能性を認識し、リスク管理を行うとともに、 善の対処をいたす所存です。なお、これらは当社

の事業に関するリスクのすべてを網羅するものではないことをご留意ください。  

 文中における将来に関する事項は、当期末（平成21年3月31日）現在において当社が判断したもので

あります。  

①事業環境の変化について 

 当社は、オフィス構築や建物の建設においてＣＭ(コンストラクション・マネジメント)手法での『設

計＆ＰＭ』というサービスを提供しています。経済環境、景気動向による企業の設備投資意欲の変化、

既存建設業者との競合状況の変化などが、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

②ピュアＣＭ方式への転換について 

  当社では、マネジメントフィーのみを収益の源泉とするピュアＣＭ方式への転換を図っております

が、それに伴い売上高利益率や総資本回転率などの財務諸比率が変動するほか、売上高や運転資金需要

も減少する可能性があります。従いまして、売上高を指標に当社の経営成績や収益力を分析する場合に

は、全体に占めるピュアＣＭ方式の割合に留意する必要があります。また、かかる契約形態はお客様の

意向によって決まることから、必ずしも当社の計画どおりにピュアＣＭ方式への転換が進む保証はあり

ません。 

③フィービジネスの安定性について 

  フィービジネスでは、資材・設備等の材料費や外注費などのコストや物価変動に収益が左右されるこ

とがなく、基本的に安定した収益を確保できると考えられます。ただし、お客様との間で業務内容毎に

マンアワーベースで計算し事前に取り決める固定フィーに関して、マンアワーの見積りが不適当であっ

た場合や、プロジェクトに従事する当社社員の労働生産性効率が低下した場合などには、フィービジネ

スであっても安定した収益を確保できるとは限りません。 

④情報共有システムの障害について 

  当社では、ウェブ上での情報共有システム（ＢＰＣ※）を活用し、設計図書の作成・発注・施工の各

プロセス情報を開示・共有化することでお客様の信頼確保・意思決定支援、当社の業務効率向上に役立

てております。これら情報共有システムの運用・保全には万全を期しておりますが、活用するスキルが

不十分な場合や、システム自体に不具合が生じた場合などには、業務効率が低下してマンアワーのコス

トアップを招くなど当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ブロードバンドや光回線の普及に伴い大容量の通信が安価に可能となったことにより、お客様及び施

工者等の関係者で行う一連の作業を閲覧するだけでなく、ウェブ上で共同作業できるＢＰＣを構築。そ

の共同作業に加え、電子地図上にプロジェクト情報をリンクさせ、プロジェクト情報を可視化した結

果、関係者は該当地区の旗をクリックするだけで、その時点の詳細なプロジェクトの情報が表示・確認

でき、複数の拠点及びプロジェクトが同時に進行するようなケース等で利用している。  

(※)ＢＰＣ:ビジネスコラボレーションシステム 

⑤ＣＭ方式の普及について 

  ＣＭ方式は、1960年代に米国で普及しはじめた建設生産・管理システムであり、各分野の専門家集団

であるＣＭＲ(コンストラクション・マネージャー)が技術的な中立性を保ちつつお客様の側に立って、

設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト

管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行うものと位置付けられております。 

(4) 事業等のリスク
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 また、ＣＭＲは、お客様の補助者・代行者たる専門家としてお客様の利益を守ることが 大の任務

であり、お客様との信頼関係のもとで高い倫理性が要求されております。  

 近年、日本においてもお客様の意識変化に加え、現下の世界的大不況の中にあって、ＣＭ方式を実際

に活用してその効果を認識するお客様も増えてきたことで、ＣＭ方式に対する関心や評価が高まってき

ております。ＣＭ方式の今後の普及に向けた検討課題として、ＣＭＲに対する建設業法などの位置付

け、ＣＭＲの業務内容と設計者・工事監理者・施工者との関係の整理、ＣＭＲの倫理規程の整備、標準

契約書の整備、公共工事にＣＭ方式を活用する場合の法制度・入札契約制度上の整理などが取り上げら

れております。これらの課題のなかには、その対応が従来の建設生産・管理システムに大きく影響を及

ぼすものも少なくなく、中長期的な検討が必要なものもあると考えられます。 

⑥人的資源について 

  当社はサービスを提供し、その対価としてフィーを得る会社であり、成長には事業の拡大に応じた社

内における人材育成や外部からの人材確保が必要です。これらが計画通りに進まず、適正な人材配置を

実現できない場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑦内部管理体制について 

  当社は、企業価値の持続的増大には内部統制が有効に機能することが不可欠であると認識し、業務を

適正に行い、財務報告の信頼性を高め、健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底すべく、内部統制システ

ム構築の基本方針を定め、内部管理体制の充実に努めています。しかしながら、このような施策を講じ

てもコンプライアンス上のリスクを完全に回避できない可能性があり、関連する法令・規制上の義務を

実行できない場合には、当社の事業及び業績は影響を受けることになります。 

⑧業績予想の変動について 

 当社は、業績予想を発表するにあたって個々のプロジェクトの現状を確認しておりますが、プロジェ

クトの進捗過程で顧客の事情等により、プロジェクトの進行予定等が変動する場合には、当該事業年度

の売上及び利益に大きな影響を与える可能性があります。 

  

  

   該当事項はありません。 

  

  

２ 企業集団の状況
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当社は、『フェアネスと透明性、顧客側に立つプロフェッショナル』を企業理念とし、ＣＭ手法によ

る『設計＆ＰＭ（プロジェクト・マネジメント）』の第一人者であり続けることを基本方針としていま

す。 

  

当社が重視している経営指標は、売上粗利益及び経常利益です。 

 当社の売上高は、マネジメントフィーのみを収益の源泉とする「ピュアＣＭ」方式と、マネジメント

フィーと工事原価で構成される請負型の「アットリスクＣＭ」方式とで、その規模が大きく異なること

から、社内では、売上粗利益（売上高から社内コスト以外の売上原価を控除した金額）にて収益の伸び

を管理しております。 

 売上粗利益を着実に増やした上で、業務効率の改善による人件費を中心とした社内コストの低減によ

り、経常利益を伸ばすことが出来ると考えております。社員全員の時間当たり業務単価を設定し、プロ

ジェクト毎の採算や生産性アップ等をタイムリーに管理するマンアワーコストの仕組み（以下「マンア

ワーコスト管理システム」）を導入することで、木目細かい利益管理を実施しています。 

  

世界的金融危機による経営環境の大きな変化に伴い、2008年５月に公表しました中期経営計画につき

ましては、現在全面的に見直しており、当面は、下記(4)に記載した「会社の対処すべき課題」に邁進

致します。  

  

（原点回帰）  

  競争優位性を再確認し、時代に見合ったビジネスモデルを探求・実践する。  

  明豊のＣＭを改めて強く認識し、プロジェクトマネジメントの現場力を高める。  

  顧客ニーズを深く理解し、高い専門性に基づいたソリューションを提供する。  

 （経済危機への対応と、当社の商機）  

  各社は、人、物、金への施策はほぼ完了し、施設の見直し（保有、売却、除却、新築、 

  改修、修繕維持費削減等）に関わる既存コストと調達プロセスの見直しを始める。  

  当社は、益々ニーズの高まりを見せるＣＭ手法で、顧客本位のサービスを提供し続ける。  

 （変化を支える）  

  公共工事でのＣＭ手法の採用や、企業におけるコア・ノンコア業務の峻別等、世の中が変わ 

  ろうとしている。  

  高い透明性の中で顧客本位のプロとしてのサービスを提供し続けることで、その変化に対応 

  する。  

  (ブランドを確立する)  

    厳しい受注競争を勝ち抜き、２－３年後にＣＭビジネスの第一人者としてのブランドを確立す   

  する。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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該当事項はありません。 

  

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４【財務諸表等】 
(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 671,407 1,428,832

受取手形 － 28,020

完成工事未収入金 1,634,605 617,134

売掛金 9,720 6,101

未成工事支出金 277,717 126,780

前払費用 26,399 24,533

繰延税金資産 67,951 56,829

未収入金 12,525 25,673

預け金 101,843 －

その他 100 276

貸倒引当金 △40 △20

流動資産合計 2,802,231 2,314,162

固定資産   

有形固定資産   

建物 64,954 56,394

減価償却累計額 38,029 39,466

建物（純額） 26,924 16,927

工具器具・備品 53,425 55,838

減価償却累計額 39,757 41,511

工具、器具及び備品（純額） 13,667 14,327

有形固定資産合計 40,592 31,254

無形固定資産   

商標権 285 252

ソフトウエア 11,064 12,958

電話加入権 1,467 1,467

無形固定資産合計 12,816 14,678

投資その他の資産   

投資有価証券 99,331 88,608

長期前払費用 9,310 9,310

繰延税金資産 102,623 115,956

敷金 79,341 54,169

差入保証金 38,006 38,146

投資その他の資産 328,612 306,192

固定資産合計 382,021 352,125

資産合計 3,184,253 2,666,287
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 848,027 259,917

買掛金 8,179 8,328

未払金 24,717 36,994

未払費用 58,747 36,844

未払法人税等 89,920 99,784

未払消費税等 7,204 36,495

未成工事受入金 52 4,498

預り金 23,466 23,970

賞与引当金 110,687 98,704

その他 4,505 －

流動負債合計 1,175,507 605,538

固定負債   

退職給付引当金 80,815 89,906

役員退職慰労引当金 159,983 173,987

その他 489 －

固定負債合計 241,288 263,894

負債合計 1,416,796 869,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 533,357 533,737

資本剰余金   

資本準備金 339,698 340,068

資本剰余金合計 339,698 340,068

利益剰余金   

利益準備金 6,159 6,159

その他利益剰余金   

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 677,642 812,276

利益剰余金合計 983,802 1,118,436

自己株式 △94,624 △208,355

株主資本合計 1,762,232 1,783,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △465 △2,017

評価・換算差額等合計 △465 △2,017

新株予約権 5,690 14,986

純資産合計 1,767,457 1,796,854

負債純資産合計 3,184,253 2,666,287
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(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 5,381,242 6,500,075

売上原価 4,351,781 5,295,468

売上総利益 1,029,461 1,204,607

販売費及び一般管理費 831,551 806,638

営業利益 197,910 397,968

営業外収益   

受取利息 528 523

有価証券利息 4,048 1,943

保険解約返戻金 25,540 －

新株予約権戻入益 － 790

その他 1,313 484

営業外収益合計 31,430 3,742

営業外費用   

支払利息 322 －

投資有価証券売却損 － 1,190

投資事業組合投資損失 6,811 3,006

その他 343 1,016

営業外費用合計 7,478 5,213

経常利益 221,862 396,497

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,110 －

特別利益合計 3,110 －

特別損失   

事務所移転費用 － 24,371

特別退職金 － 23,906

特別損失合計 － 48,277

税引前当期純利益 224,972 348,219

法人税、住民税及び事業税 111,146 153,607

法人税等調整額 △17,005 △1,147

法人税等合計 94,141 152,460

当期純利益 130,831 195,758
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(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 531,510 533,357

当期変動額   

新株の発行 1,847 380

当期変動額合計 1,847 380

当期末残高 533,357 533,737

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 337,891 339,698

当期変動額   

新株の発行 1,806 370

当期変動額合計 1,806 370

当期末残高 339,698 340,068

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,159 6,159

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,159 6,159

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,509 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,509 －

当期変動額合計 △1,509 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 613,714 677,642

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 1,509 －

剰余金の配当 △68,412 △61,125

当期純利益 130,831 195,758

当期変動額合計 63,927 134,633

当期末残高 677,642 812,276
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(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 921,383 983,802

剰余金の配当 △68,412 △61,125

当期純利益 130,831 195,758

当期変動額合計 62,418 134,633

当期末残高 983,802 1,118,436

自己株式   

前期末残高 △53,453 △94,624

当期変動額   

自己株式の取得 △41,171 △113,730

当期変動額合計 △41,171 △113,730

当期末残高 △94,624 △208,355

株主資本合計   

前期末残高 1,737,332 1,762,232

当期変動額   

新株の発行 3,653 750

剰余金の配当 △68,412 △61,125

当期純利益 130,831 195,758

自己株式の取得 △41,171 △113,730

当期変動額合計 24,900 21,653

当期末残高 1,762,232 1,783,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △72 △465

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △393 △1,551

当期変動額合計 △393 △1,551

当期末残高 △465 △2,017

新株予約権   

前期末残高 7 5,690

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,682 9,296

当期変動額合計 5,682 9,296

当期末残高 5,690 14,986
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(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 1,737,267 1,767,457

当期変動額   

新株の発行 3,653 750

剰余金の配当 △68,412 △61,125

当期純利益 130,831 195,758

自己株式の取得 △41,171 △113,730

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,289 7,744

当期変動額合計 30,189 29,397

当期末残高 1,767,457 1,796,854
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(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 224,972 348,219

減価償却費 17,752 17,990

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,110 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,531 △11,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,088 9,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,006 14,004

受取利息及び受取配当金 △4,576 △2,467

投資有価証券売却損失 － 1,190

投資事業組合投資損失 6,811 3,006

支払利息 322 －

有形固定資産除却損 － 6,811

売上債権の増減額（△は増加） △791,511 993,069

未成工事支出金の増減額（△は増加） △140,895 150,936

仕入債務の増減額（△は減少） 393,122 △587,960

未成工事受入金の増減額（△は減少） △15,917 4,446

その他 △37,122 37,957

小計 △326,525 984,293

利息の受取額 － 2,137

利息及び配当金の受取額 4,252 －

利息の支払額 △322 －

法人税等の支払額 △160,572 △143,573

営業活動によるキャッシュ・フロー △483,168 842,857

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 △3,557 △9,375

無形固定資産の取得による支出 △2,221 △7,954

投資有価証券の取得による支出 △57,388 －

保険積立金の積立による支出 △2,005 －

保険積立金の払戻による収入 47,879 －

敷金の差入による支出 － 3,909

敷金の回収による収入 1,495 －

差入保証金の差入による支出 △210 －

差入保証金の回収による収入 2,000 210

その他 6,074 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,933 △13,207
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(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   

自己株式の取得による支出 △41,171 △114,562

配当金の支払額 △68,302 △60,256

株式の発行による収入 3,657 750

その他 △343 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,161 △174,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △597,262 655,581

現金及び現金同等物の期首残高 1,370,513 773,251

現金及び現金同等物の期末残高 ※  773,251 ※  1,428,832
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(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

   該当事項はありません。

(6)【重要な会計方針】

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．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

期末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)を採用し

ております。   

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  

  時価のないもの

投資事業有限責任組合への出資

については、組合から入手可能な

直近の決算報告書に基づいて組合

財産の持分相当額を投資有価証券

として計上しております。

  時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 未成工事支出金

  個別法による原価法を採用してお

ります。

(1) 未成工事支出金

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物         ３～15年

  工具器具・備品    ３～10年

(1) 有形固定資産

        同左  

 

  

  

 （会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

  なお、これによる損益への影響額

は軽微であります。

 （追加情報）

 

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

  なお、これによる損益への影響額

は軽微であります。
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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)

(2) 無形固定資産   

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 完成工事未収入金その他これに準

ずる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

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充

てるため、賞与支給見込額のうち、

当期負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基づ

き当期末において発生していると認

められる額を計上しております。な

お、当社は簡便法により退職給付引

当金を設定しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左
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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)

５．収益の計上基準 完成工事高

  完成工事高の計上は、工事完成基

準によっております。

完成工事高

同左

６．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。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

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。 

  

【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)

（貸借対照表関係） 

 前事業年度まで区分掲記していた「未払配当金」

（当事業年度1,298千円）及び「未払事業所税」（当

事業年度3,625千円）は、同質なものとして当事業年

度より当期発生の「未払金」（19,794千円）に含めて

表示することに変更しました。

           ――

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで区分掲記していた「自己株式取得費

用」（当事業年度343千円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示することに変更しました。

（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・フローにおける前

事業年度の「受取利息」（当事業年度528千円）及び

「有価証券利息」（当事業年度4,048千円）は、当事

業年度より一般的な名称として「受取利息及び受取配

当金」として表示することに変更しました。 

 ２.営業活動によるキャッシュ・フローにおける前

事業年度の「自己株式取得費用」（当事業年度343千

円）、「その他流動資産の増減額」（当事業年度△

6,965千円）、「その他流動負債の増減額」（当事業

年度△34,236千円）及び「その他固定負債の増減額」

（当事業年度△4,015千円）は、当事業年度より重要

性及び概観性の観点から「その他」に含めて表示する

ことに変更しました。 

 ３.営業活動によるキャッシュ・フローにおける前

事業年度の「利息の受取額」（当事業年度204千円）

及び「有価証券利息の受取額」（当事業年度4,048千

円）は、当事業年度より一般的な名称として「利息及

び配当金の受取額」として表示することに変更しまし

た。 

 ４.前事業年度まで区分掲記していた「自己株式取

得費用の支払額」（当事業年度△343千円）は、重要

性が乏しくなったため、財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示することに変更しま

した。

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)
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 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

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。 

  

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の行使による増加   51,000株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第２項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得による増加   264,700株 

  

 
  

 
  

 
  

(損益計算書関係)

(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) 12,651,000 51,000 ─ 12,702,000

２ 自己株式に関する事項

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) 212,300 264,700 ─ 477,000

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

ストック・オプションとし
ての新株予約権

普通株式 ─ ─ ─ ─ 5,690

合計 ─ ─ ─ ─ 5,690

４ 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27日 
定時株主総会

普通株式 68,412 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月28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 配当の原資
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26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 61,125 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の行使による増加  10,000株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第２項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得による増加  1,056,500株 

  

 
  

 
  

 
  

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) 12,702,000 10,000 ― 12,712,000

２ 自己株式に関する事項

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) 477,000 1,056,500 ― 1,533,500

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

ストック・オプションとし
ての新株予約権

普通株式 5,690 ― ― ― 14,986

合計 5,690 ― ― ― 14,986

４ 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26日 
定時株主総会

普通株式 61,125 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月27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 配当の原資
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21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 55,892 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

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。 

  

(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)

現金及び預金勘定 671,407千円

預け金 101,843千円

現金及び現金同等物 773,251千円

（追加情報） 
※当事業年度は、支払サイトの短縮により現金及
び預金が減少しております。 
 これによる前事業年度の支払サイトと比較した
影響額は、234,351千円であります。

 

 

※ 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)

現金及び預金勘定 1,428,832千円

預け金 ― 千円

現金及び現金同等物 1,428,832千円

 

 

(リース取引関係)
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前事業年度(平成20年３月31日) 

有価証券 

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

３．時価評価されていない主な有価証券 

 
  

４．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貸借対照表日後における償還予定額 

 該当事項はありません。 

(有価証券関係)

種類 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
価を超えないもの

その他 5,100 3,960 △ 1,139

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  投資事業組合出資金 87,127

  非上場株式 8,243
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当事業年度(平成21年３月31日) 

有価証券 

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

３．当事業年度中に売却したその他の有価証券 

 
 

４．時価評価されていない主な有価証券 

 
  

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貸借対照表日後における償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

区分

       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) 3,909

 売却損の合計額(千円) 1,190

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  投資事業組合出資金 80,365

  非上場株式 8,243
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 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

 当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

 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、該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

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。 

  

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)

(退職給付関係)

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．採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用

しております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 80,815千円

退職給付引当金 80,815千円

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 89,906千円

退職給付引当金 89,906千円

３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用 22,950千円

勤務費用 22,950千円

３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用 20,868千円

勤務費用 20,868千円

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

  簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を採用しております。

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

同左

(ストック・オプション等関係) 

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ます。
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（注）算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

 
  

   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 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日
至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 144.11円 １株当たり純資産額 159.40円

１株当たり当期純利益 10.56円 １株当たり当期純利益 16.78円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

10.14円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

16.75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)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,767,457 1,796,854

普通株式に係る純資産額（千円） 1,761,766 1,781,868

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 5,690 14,986

普通株式の発行済株式数（千株） 12,702 12,712

普通株式の自己株式数(千株) 477 1,533

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千
株）

12,225 11,178

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株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 130,831 195,758

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 130,831 195,758

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,389 11,686

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） ─ ―

普通株式増加数（千株） 513 22

（うち新株引受権） （ 5） （ 0）

（うち新株予約権） （  507） （  22）

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まれな

かった潜在株式の概要

第4回新株予約権（新株予約権の数
587,600株）

第4回新株予約権（新株予約権の数
574,200株）
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 該当事項はありません。 

  

該当事項ありません。 

該当事項ありません。 

  

(重要な後発事象)

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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