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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）

完成工事高 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 9,981 1.1 208 26.3 180 10.0 123 237.6
20年3月期 9,869 4.8 164 ― 163 ― 36 ―

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

完成工事高営業利
益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 12.45 ― 2.8 2.3 2.1
20年3月期 3.69 ― 0.8 1.9 1.7

（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 7,796 4,456 57.2 447.91
20年3月期 7,915 4,421 55.9 444.33

（参考） 自己資本   21年3月期  4,456百万円 20年3月期  4,421百万円

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 463 △793 △35 1,535
20年3月期 577 △250 △130 1,911

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 ― ― ― 3.00 3.00 29 81.3 0.7
21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 29 24.1 0.7
22年3月期 

（予想）
― ― ― 3.00 3.00 19.9

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）

 

完成工事高 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

4,000 △19.7 60 △78.4 60 △77.8 50 △81.0 5.03

通期 10,000 0.2 180 △13.5 180 0.0 150 21.0 15.08
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、 18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(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、 28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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 10,000,000株 20年3月期 10,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  50,364株 20年3月期  48,657株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は前期繰越工事の内容を分析し、また、現時点において入手可能な情報を前提としております。 
 なお、当事業年度から重要な会計方針（完成工事高の計上基準）を工事完成基準から工事進行基準に変更する「工事契約に関する会計基準」（企業会
計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第18号 平成19年12月27日）の早期適用をしておりま
す。 
 実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績  

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した１００年に一度と言われる世

界的な金融危機により欧米各国で金融機関の破綻が相次ぎ株式市場及び為替相場の大変動が実態経済に大きな影

響を与え、企業業績の更なる悪化をもたらし設備投資の中止、凍結、また人員削減等リストラ策を実施し企業戦

略の大幅な見直しを余儀なくされております。このため景気は急速に冷え込み先行きへの不安が増大しておりま

す。 

このような状況の中で建設業界におきましても、民間企業の設備投資はマンション等の住宅建設のみならず、

工場等の設備投資も建設の中止、凍結及び延期等大幅に縮小しております。公共工事におきましても、発注の前

倒し等が叫ばれておりますが、国、地方公共団体の財政状態は、より縮減状態に歯止めが掛からず、引き続き低

水準で推移しており受注環境は相変わらず厳しい状況に置かれております。 

当社の場合は、主として地盤関連技術の専門工事に特化して固有技術の開発、強化及び改善をしつつ相応した

事業規模で堅実に経営を続けてまいりました。当社の保有している多様な工法、技術を活用しながら各事業部、

支店、営業、施工、技術開発、管理のそれぞれの部門が密接な連携を図り受注、完成工事高及び利益等の計画達

成に全力を挙げて取り組んでまいりました。 

受注高につきましては、財政難による公共工事の削減、民間企業の設備投資の中止、凍結等による急速な工事

量の減少により受注（価格）競争が一段と激化したこと、また一部工事の発注時期のずれ込み等もあり82億65百

万円（前期比10.9%減）となりました。 

完成工事高につきましては、工事進行基準の早期適用(当事業年度より工事完成基準から工事進行基準に変更)

による完成工事高の増加がある中、事業年度後半の急激な受注環境の悪化が完成工事高にも大きな影響を与え99

億81百万円(前期比1.1％増)となりました。 

利益面につきましては、工事量の減少に伴う受注競争の激化により工事採算が厳しくなる中、社員並びに協力

会社が一体となり手持工事の施工プロセスの見直し、工事原価の低減策等に努力した結果、営業利益２億７百万

円、経常利益１億80百万円の利益となりました。また、当期純利益につきましては、１億23百万円となりまし

た。 

  

②次期の見直し  

今後の景気の見通しでありますが、米国のサブプライムローン問題に端を発した100年に一度と言われる金融危

機による世界同時不況が大きな影響を与え、企業業績の悪化に歯止めが掛からず設備投資の中止、凍結、また人

員削減等の企業戦略の見直しを迫られており景気は急速に冷え込み回復の出口が見えない状況が続くものと思わ

れます。 

そのような状況の中、建設業界は設備投資、住宅投資意欲も景気の冷え込みに合わせ低迷状態にあります。公

共工事においても予算のより一層の削減により受注環境は非常に厳しい状況が続くものと思われます。今後は、

従来にも増して「技術と経営に優れた」会社が生き残り企業間格差が拡大するものと考えられます。 

当社の場合は、受注環境が相変わらず厳しい中、専門技術に特化し従来にも増してコンパクトな組織で迅速な

意思決定ができる経営体制を維持してまいります。 

営業活動（受注）につきましては、当社の得意分野である耐震、液状化防止、災害復旧及び環境関連分野に積

極的に営業展開するのは勿論、新規顧客開拓についても同様に積極的に営業展開し良質な受注の確保に取り組ん

でまいります。 

工事活動（施工）につきましては、安全施工を 優先とし、施工品質を確保しつつ創意工夫による効率的な現

場運営を徹底しコストダウンを図り工事利益の確保に取り組んでまいります。 

技術開発活動につきましては、共同研究を主体として新工法の開発並びに実用化を重点として取り組んでまい

ります。 

建設業の経営環境が厳しい状況の中、役職員の更なる意識改革を図り、営業、施工、技術開発、管理それぞれ

の部門が密接な連携の下、事業計画の達成に向け全力で取り組んでまいります。 

通期の業績予想は次のとおりであります。 

   受注高    10,000百万円 (前年同期比 21.0%増) 

   売上高    10,000百万円 (前年同期比  0.2%増) 

   営業利益      180百万円 (前年同期比 13.5%減) 

   経常利益      180百万円 (前年同期比  0.0%減) 

   当期純利益    150百万円 (前年同期比 21.0%増) 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度の総資産は77億96百万円であり、前事業年度に比べ１億19百万円減少しました。主な要因は、未成

工事支出金の減少によるものであります。  

総負債は33億39百万円であり、前事業年度に比べ１億54百万円減少しました。主な要因は、未成工事受入金の

減少によるものであります。 

正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、18億74百万円であり、流動比率は、159.3％で財務の

健全性は保たれております。  

純資産につきましては、44億56百万円(前年同期比34百万円増)となりました。自己資本比率は57.2%(前事業年

度は55.9%)となっております。 

  

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。)の期末残高が前事業年度末より３億75百万円

減少し、当事業年度末は15億35百万円になりました。その内訳は次のとおりであります。 

 (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４億63百万円(前年同期比１億14百万円減)となりました。 

これは主に、売上債権の増加及び未成工事支出金の減少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) 

投資活動の結果使用した資金は７億93百万円(前年同期比５億42百万円増)となりました。 

これは主に、定期預金の預入及び有形・無形固定資産の取得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) 

財務活動の結果使用した資金は35百万円(前年同期比94百万円減)となりました。 

これは主に、リース債務の返済及び配当金の支払によるものであります。   

  

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

指標の算式 

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 

(注1)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注2)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3)有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、特殊技術会社としての技術的発展と安定した成長を継続するため内部留保の充実を重視しております。

そのうえで、会社の業績に対応して、安定的な配当の継続を基本方針としております。 

また内部留保資金は財務体質の強化を図りながら、主として将来に向けた新商品(新工法)の開発と特殊施工機械

の製作に充当することとしております。 

株主配当金につきましては、必要な内部留保を確保しつつ安定した配当の継続が当社の基本方針でありますの

で、当事業年度は前事業年度同様１株につき３円とさせて頂きたいと存じます。    

  

   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(％)    48.9    55.9    57.2

時価ベースの自己資本比率(％)   17.2    19.0    13.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)     9.7  0.9    1.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)     5.7  64.6    54.7
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(4）事業等のリスク 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありま

す。なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在において判断したものであります。 

  

(1）受注環境について 

当社は主として公共土木関係の特殊技術工事に特化し、受注活動を行っております。民間設備投資はサブプライ

ムローン問題に端を発した世界同時不況により冷え込んでおり、中止、凍結を余儀なくされております。また、官

公需につきましては、国及び地方自治体の財政事情によりここ数年公共工事の縮減が実施され、受注高の減少に直

面しております。今後もこの傾向は続くものと思われ、当社の財政状態及び業績に少なからず影響するものと思わ

れます。 

  

(2）災害、事故 

安全施工には万全を期しておりますが、万一、労働災害や事故が発生した場合には、当社の財政状態及び業績に

少なからず影響するものと思われます。 

  

(3）品質管理 

工事の品質確保には万全を期しておりますが、予測できない瑕疵により損害賠償請求等を受けた場合、当社の財

政状態及び業績に少なからず影響するものと思われます。 

  

(4）海外における事業活動とカントリーリスク 

当社は、平成３年７月、台北事業所（平成19年４月台北支店に昇格）を開設して東南アジアを中心に海外工事の

施工及び技術指導等の事業活動を行っております。これらの事業活動は当該各国の諸契約に基づき行われているこ

とから、当該各国の政治、経済、社会の情勢の変化や法制度の変動（外国為替の変動を含む）により、当社の財政

状態及び業績に少なからず影響するものと思われます。  

  

近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

1956年の創業以来、一貫して特殊土木技術の専門工事会社として成長してきました。創業時の基本方針は下記３

点であり現在の経営環境においても変更する必要はありません。 

①優れたもの、個性あるもの、価値あるもの創造 

②高付加価値生産性 

③日本一の専門業者(地盤関連技術における)   

  

(2）目標とする経営指標 

自己資本利益率(ROE)については3.0%以上を目標とし、利益率の向上により、資本の効率的活用を目指してまい

ります。   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略と会社が対処すべき課題 

わが国経済の中長期の見通しは、米国のサブプライムローン問題に端を発した100年に一度と言われる金融危機

による世界同時不況が株式市場及び為替相場等に大きな影響を与え、また一方では、先行きに対する不安から消費

者の購買意欲が減退し企業業績の悪化を招いております。各国が様々な経済政策を実施しておりますがその効果が

現れるには少し時間が必要と思われます。 

建設業界におきましては、公共工事の補正予算等あるものの削減基調に大きな変化はなく、また民間の設備投資

意欲も冷え込んでおり厳しい状況が続くものと考えております。 

当社といたしましては、地盤関連技術の専門企業として「優れたもの、個性あるものの創造」「日本一の専門業

者」を目指し、時代のニーズ、顧客のニーズを先取りし信頼に答えるべく従来の技術に加え耐震、地盤再生（環

境）等を中心に「選択と集中」をキーワードに新技術の開発と実用化により一層努力してまいります。 

会社が対処すべき課題の各分野の取り組みについては以下の通りであります。 

まず営業面につきましては、安定した経営を維持するためには、受注量の確保は勿論受注内容（収益性）を念頭

に置いた営業が重要な課題であると認識しております。 

具体的には、①営業情報の早期収集、分析とその対応 ②技術提案型営業の推進 ③高付加価値工種への集中営業

（選択と集中）④耐震、土壌改良等新規マーケット開拓の強化 ⑤民間工事の拡大 ⑥海外工事の確保、等営業、施

工、技術が一体となり、明確な営業戦略の下会社一丸となって受注促進に努めてまいります。 

施工面につきましては、厳しい価格競争下で受注した工事の品質、安全に十分配慮し顧客の信頼を得ることが重

要な課題であると認識しております。 

安全管理におきましては、災害ゼロを目指し、安全衛生協力会組織を基盤とし社員、協力会社への教育、指導、

支援を行います。また、定期的に自主安全パトロールを実施いたします。次に施工管理面におきましては、常に本

社技術部門、施工部門及び協力会社とが一体となり責任施工の理念もと施工品質を高めていくよう努力してまいり

ます。また、健全な会社経営を行う上で 大の課題は工事利益の確保であります。受注単価がますます厳しくなる

中で実行予算管理をより厳密に実施、施工プロセスの見直し、ロス、ムダの絶滅、また購買体制をより一層強化し

コストダウンを図ってまいります。 

海外工事につきましても国内工事と同様、現場と本社関連部署と連携を密に安全管理、品質管理、コストダウン

に努めてまいります。 

技術開発面につきましては、共同開発を主体として顧客のニーズに直結する効率的な技術開発を中心に取り組ん

でまいります。また、耐震対策工法、土壌改良等の環境関連工法の新技術開発を重要課題として取り組み、事業化

を図ってまいります。 

海外技術の導入につきましては、米国、欧州、東南アジアの契約エージェントを通じて 新技術情報をタイムリ

ーに入手しております。 

管理面につきましては、厳しい経済情勢下、コーポレート・ガバナンス（企業統治）とコンプライアンス（法令

遵守）の重要性を認識し会社の信頼性を継続的に維持するため内部管理体制の強化が経営課題であると認識してお

ります。 

具体的には、①三信建設工業行動規範の遵守 ②内部統制システムの確立と周知徹底 ③内部監査の充実、等に取

り組み社会的使命を果たすべくより一層努力してまいります。 

なお、今後も「キャッシュ・フロー経営」を徹底し財政状態をより一層堅実なものにすると共に会社資産の有効

利用にも積極的に取り組む所存であります。 

   

  

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,289,329 ※1  1,894,889

受取手形 978,646 902,773

完成工事未収入金 1,315,775 1,802,064

リース投資資産 － 75,199

未成工事支出金 986,144 291,773

その他 72,691 113,218

貸倒引当金 △27,420 △45,702

流動資産合計 5,615,166 5,034,216

固定資産   

有形固定資産   

建物 638,930 664,755

減価償却累計額 △386,488 △393,807

建物（純額） 252,441 270,948

構築物 66,066 66,066

減価償却累計額 △44,893 △46,920

構築物（純額） 21,172 19,146

機械及び装置 5,150,369 5,085,485

減価償却累計額 △4,599,866 △4,371,562

機械及び装置（純額） 550,502 713,923

車両運搬具 2,585 900

減価償却累計額 △2,426 △855

車両運搬具（純額） 159 45

工具器具・備品 112,625 128,228

減価償却累計額 △103,802 △100,872

工具器具・備品（純額） 8,823 27,356

土地 293,938 293,938

リース資産 － 5,616

減価償却累計額 － △1,404

リース資産（純額） － 4,212

建設仮勘定 62,512 －

有形固定資産計 1,189,551 1,329,570

無形固定資産   

電話加入権 6,769 6,279

ソフトウエア 1,897 5,878

リース資産 － 27,119

無形固定資産計 8,667 39,277
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 485,689 360,441

関係会社株式 16,251 13,251

長期貸付金 2,000 1,000

従業員長期貸付金 82,876 61,996

破産更生債権等 ※3  147,682 27,201

長期前払費用 16,855 14,836

敷金及び保証金 － 107,915

長期預金 400,000 800,000

その他 89,511 34,582

貸倒引当金 △138,850 △28,267

投資その他の資産計 1,102,016 1,392,957

固定資産合計 2,300,234 2,761,804

資産合計 7,915,401 7,796,021

負債の部   

流動負債   

支払手形 914,305 1,093,267

工事未払金 1,103,574 882,875

短期借入金 500,000 500,000

リース債務 － 8,045

未払金 139,776 351,050

未払費用 27,337 30,151

未払法人税等 18,128 15,453

未成工事受入金 449,018 190,494

預り金 13,056 7,879

完成工事補償引当金 7,900 2,700

工事損失引当金 6,000 －

賞与引当金 44,003 67,002

固定資産購入支払手形 600 10,622

流動負債合計 3,223,701 3,159,543

固定負債   

リース債務 － 24,852

繰延税金負債 51,793 11,857

退職給付引当金 45,154 35,679

役員退職慰労引当金 159,996 94,434

その他 13,125 13,125

固定負債合計 270,069 179,948

負債合計 3,493,770 3,339,491
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金 904,737 904,737

資本剰余金合計 904,737 904,737

利益剰余金   

利益準備金 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,768,491 2,768,491

繰越利益剰余金 53,265 147,330

利益剰余金合計 2,946,757 3,040,822

自己株式 △6,271 △6,522

株主資本合計 4,345,223 4,439,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,407 17,492

評価・換算差額等合計 76,407 17,492

純資産合計 4,421,630 4,456,529

負債純資産合計 7,915,401 7,796,021
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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) 

完成工事高 9,869,993 9,981,707

完成工事原価 8,858,821 8,877,868

完成工事総利益 1,011,171 1,103,838

販売費及び一般管理費   

役員報酬 67,014 64,692

従業員給料手当 309,569 344,590

賞与引当金繰入額 18,085 29,011

退職金 22,071 18,790

役員退職慰労引当金繰入額 34,500 27,437

法定福利費 50,966 54,852

福利厚生費 10,486 11,638

修繕維持費 621 126

事務用品費 31,324 28,547

通信交通費 37,128 43,967

動力用水光熱費 30,662 31,602

調査研究費 ※1  81,128 ※1  82,982

広告宣伝費 7,903 6,708

交際費 5,853 5,771

寄付金 590 50

地代家賃 54,021 57,067

減価償却費 12,385 16,871

租税公課 23,811 23,077

保険料 2,754 2,582

雑費 45,608 45,447

販売費及び一般管理費合計 846,486 895,817

営業利益 164,685 208,021

営業外収益   

受取利息 10,533 10,489

受取配当金 11,998 8,407

有価証券売却益 ※2  13,306 －

受取家賃 8,343 5,944

その他 4,038 5,466

営業外収益合計 48,220 30,309

営業外費用   

支払利息 8,939 8,481

有価証券売却損 － ※2  8,313

貸倒引当金繰入額 7,303 －

為替差損 31,924 39,007

その他 991 2,487

営業外費用合計 49,159 58,289

経常利益 163,746 180,041
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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) 

特別利益   

前期損益修正益 3,624 2,114

貸倒引当金戻入額 37,162 3,481

固定資産売却益 － ※3  1,300

その他 3,935 －

特別利益合計 44,722 6,896

特別損失   

投資有価証券評価損 － 20,410

固定資産除却損 ※4  16,373 ※4  23,161

貸倒引当金繰入額 ※5  114,092 －

その他 5,082 5,322

特別損失合計 135,548 48,895

税引前当期純利益 72,920 138,042

法人税、住民税及び事業税 36,218 14,123

法人税等合計 36,218 14,123

当期純利益 36,701 123,919

三信建設工業㈱　平成21年３月期　決算短信（非連結）

－11－



（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 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 904,737 904,737

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 904,737 904,737

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 125,000 125,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,968,491 2,768,491

当期変動額   

別途積立金の取崩 △200,000 －

当期変動額合計 △200,000 －

当期末残高 2,768,491 2,768,491

繰越利益剰余金   

前期末残高 △153,577 53,265

当期変動額   

別途積立金の取崩 200,000 －

剰余金の配当 △29,859 △29,854

当期純利益 36,701 123,919

当期変動額合計 206,842 94,065

当期末残高 53,265 147,330

利益剰余金合計   

前期末残高 2,939,914 2,946,757

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △29,859 △29,854

当期純利益 36,701 123,919

当期変動額合計 6,842 94,065

三信建設工業㈱　平成21年３月期　決算短信（非連結）

－12－



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 2,946,757 3,040,822

自己株式   

前期末残高 △6,025 △6,271

当期変動額   

自己株式の取得 △245 △251

当期変動額合計 △245 △251

当期末残高 △6,271 △6,522

株主資本合計   

前期末残高 4,338,626 4,345,223

当期変動額   

剰余金の配当 △29,859 △29,854

当期純利益 36,701 123,919

自己株式の取得 △245 △251

当期変動額合計 6,596 93,813

当期末残高 4,345,223 4,439,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 182,655 76,407

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,248 △58,915

当期変動額合計 △106,248 △58,915

当期末残高 76,407 17,492

純資産合計   

前期末残高 4,521,281 4,421,630

当期変動額   

剰余金の配当 △29,859 △29,854

当期純利益 36,701 123,919

自己株式の取得 △245 △251

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,248 △58,915

当期変動額合計 △99,651 34,898

当期末残高 4,421,630 4,456,529
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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 72,920 138,042

減価償却費 159,401 201,752

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74,132 △92,302

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5,235 △5,200

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6,000 △6,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,773 22,998

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,074 △9,474

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,164 △65,562

受取利息及び受取配当金 △22,532 △18,897

支払利息 8,939 8,481

為替差損益（△は益） 31,924 39,007

有価証券売却損益（△は益） △12,352 8,313

有形固定資産除却損 16,373 22,449

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,050

投資有価証券評価損益（△は益） 4,534 20,410

前期損益修正損益（△は益） △3,500 －

その他の特別損益（△は益） － 3,000

売上債権の増減額（△は増加） 499,635 △410,415

リース投資資産の増減額（△は増加） － △61,048

未成工事支出金の増減額（△は増加） 829,070 694,695

その他の流動資産の増減額（△は増加） 71,327 △40,526

破産更生債権等の増減額（△は増加） △119,726 120,481

有形固定資産売却損益（△は益） － 44

仕入債務の増減額（△は減少） △451,335 △41,736

未成工事受入金の増減額（△は減少） △592,856 △258,524

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,819 196,283

その他の固定資産の増減額（△は増加） 10,100 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） △10,875 －

小計 600,629 467,323

利息及び配当金の受取額 22,532 18,897

利息の支払額 △8,939 △8,481

法人税等の支払額 △36,289 △14,203

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,931 463,536
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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) 

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 △20,000 △403,980

投資事業有限責任組合出資による支出 △100,000 －

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 22,317 3,662

有形及び無形固定資産の取得による支出 △173,109 △350,393

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 66

投資有価証券の取得による支出 △4,294 △9,656

ゴルフ会員権の売却による収入 8,500 －

投資有価証券の売却による収入 － 2,616

貸付けによる支出 △3,000 －

貸付金の回収による収入 15,863 21,880

その他投資取得による支出 △5,811 △68,144

その他投資減少による収入 8,603 10,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △250,930 △793,739

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

リース債務の返済による支出 － △5,854

自己株式の取得による支出 △245 △251

配当金の支払額 △29,859 △29,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,105 △35,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,304 △9,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,590 △375,907

現金及び現金同等物の期首残高 1,728,838 1,911,429

現金及び現金同等物の期末残高 1,911,429 1,535,521
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

  
前事業年度 

（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）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。） 

なお、投資事業有限責任組合の出資

については、組合の財産の持分相当額

を投資有価証券として計上し、組合の

営業により獲得した損益の持分相当額

を当事業年度の損益として計上してお

ります。 

また、組合の保有するその他有価証

券の評価差額金に対する持分相当額を

その他有価証券評価差額金に計上して

おります。 

(2）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 

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 (1）未成工事支出金 

評価基準：原価法 同左 

  評価方法：個別法   

  (2）材料貯蔵品 (2）材料貯蔵品 

  評価基準：原価法 同左 

  評価方法：最終仕入原価法   

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）によっており

ます。 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、平成19年度税制改正前の法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

(1）有形固定資産(リース資産を除く） 

      同左 

  

  

  

  

  

     

（追加情報） 

 当事業年度から「減価償却資産の耐

用年数等に関する省令の一部を改正す

る省令」（平成20年４月30日財務省令

第32号）を適用しております。 

 この結果、耐用年数が７年から６年

に短縮されたことにより、当事業年度

の減価償却費が13,251千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ12,830千円少なく計上

され、未成工事支出金が421千円多く計

上されております。    
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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） 

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 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、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。 

ただし、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。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）    ──────       (3）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。  

  (4）長期前払費用 

法人税法の規定と同一の基準による

定額法によっております。 

(4）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒による損

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）完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保の費用に備

えるため、過去の補償実績を基礎に、

将来の補償見込額を加味して計上して

おります。 

(2）完成工事補償引当金 

同左 

  (3）工事損失引当金 

将来の工事損失の発生に備えるた

め、当事業年度末の手持工事のうち工

事損失が見込まれ、かつ、その金額を

合理的に見積ることができる請負工事

について、工事損失見込額を計上して

おります。 

(3）工事損失引当金 

同左 

  

  

  

  

  

当事業年度は該当工事がないため計

上しておりません。  

  (4）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度負担額を

計上しております。 

(4）賞与引当金 

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） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

  (5）退職給付引当金 

当社は、自己都合退職金については

確定拠出年金制度、会社都合退職金か

ら自己都合退職金を差し引いた金額に

ついては退職一時金制度（生命保険契

約により外部拠出し、保険料は支払時

に費用処理）を採用しております。 

なお、生命保険契約の被保険者対象

外となった従業員の退職給付に備える

ため、会社都合退職金から自己都合退

職金を控除した金額を見積り、退職給

付引当金として計上しております。 

(5）退職給付引当金 

同左 

  (6）役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額のうち当事業年度の発生額を計

上しております。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 

５．収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準によ

っております。 

  

(1）完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

当事業年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しておりま

す。  

  

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用してお

りましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び 「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針18号 平成19年12月27日）が平成21年

３月31日以前に開始する事業年度から適

用できることになったことに伴い、当事

業年度からこれらの会計基準等を適用

し、当事業年度に着手した工事契約か

ら、当事業年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しておりま

す。 

これにより、完成工事高は1,021,423

千円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ4,568千円

増加しております。  
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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） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

        ────── 

  

(2）ファイナンス・リース取引に係る収益

の計上基準  

所有権移転外ファイナンス・リース取

引について、リース料受取時に完成工事

高と完成工事原価を計上する方法によっ

ております。  

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。 

────── 

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 

消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更

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） 

          ────── (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、当事業年度より「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。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。  

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

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

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） 

   前事業年度において区分掲記しておりました「未収入

金」（当事業年度末残高32,711千円）は、資産総額の100

分の１以下となっため、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

（貸借対照表関係） 

   前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「敷金及び保証金」は、当事業年

度において、資産の総額100分の１を超えたため区分掲記

しております。 

  なお、前事業年度末の「敷金及び保証金」は47,222千

円であります。 

    

（損益計算書関係） 

   前事業年度まで区分掲記しておりました「固定資産売却

益」（当事業年度200千円）は、特別利益の総額の100分

の10以下となったため、特別利益の「その他」に含めて

表示しております。 

（損益計算書関係） 

  前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示し

ておりました「固定資産売却益」は、当事業年度におい

て、特別利益の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ております。 

  なお、前事業年度における「固定資産売却益」の金額

は200千円であります。 

追加情報

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

          ────── 本社事務所の移転に伴う補償等立退料につきまして、

貸主である日本郵政グループ労働組合と協議中でありま

す。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．       ────── ※１．担保提供資産 

下記の資産は、海外工事履行保証の担保に供してお

ります。 

（2,000千NT$） 

（NT$＝台湾ドル） 

預金 千円5,760

２．受取手形裏書譲渡高 千円390,230 ２．受取手形裏書譲渡高 千円230,070

（追加情報） 

※３．破産更生債権等のうち119,796千円は、平成19年10

月２日に更生開始決定しましたみらいジオテック株式

会社に対するものであります。 

（追加情報） 

※３．       ────── 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

※１．当事業年度における研究開発費の総額は81,128千円

であり、その全てが一般管理費に含まれております。

※１．当事業年度における研究開発費の総額は82,982千円

であり、その全てが一般管理費に含まれております。

※２．有価証券売却益は、投資事業有限責任組合の損益計

算書に基づく組合持分に相当する当期損益の受入額で

あります。 

※２．      同左 

※３．       ────── ※３．固定資産売却益の内訳 

 機械装置 1,300千円

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

地盤注入工事用機械 853千円 

アンカー・斜面安定工事用機械 2,234  

地盤改良工事用機械 11,989  

その他 1,296  

計 16,373  

地盤注入工事用機械 217千円 

アンカー・斜面安定工事用機械 25  

地盤改良工事用機械 20,715  

その他  2,204  

計 23,161  

※５．貸倒引当金繰入額の内訳 

破産更生債権等に対するものであります。  

※５．       ────── 

  

 みらいジオテック㈱ 114,092千円   
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は、単元未満株式の買取りによる増加1,710株であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は、単元未満株式の買取りによる増加1,707株であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

普通株式  10,000,000  －  －  10,000,000

株式の種類 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

普通株式（注）  46,947  1,710  －  48,657

決 議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  29,859  3 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
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  29,854 利益剰余金  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

株式の種類 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

普通株式  10,000,000  －  －  10,000,000

株式の種類 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

普通株式（注）  48,657  1,707  －  50,364

決 議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  29,854  3 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
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  29,848 利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（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） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係(平成20年３月31日現

在) 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係(平成21年３月31日現

在) 

現金預金勘定 2,289,329千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △377,900  

現金及び現金同等物 1,911,429  

現金預金勘定 1,894,889千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △359,368  

現金及び現金同等物 1,535,521  

２．       ────── ２．重要な非資金取引の内容 

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産の額は、36,907千円であります。  
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（リース取引関係）

  
前事業年度 

（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

１．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（借主側） 

       ────── 

  

  

  

  

  

       ────── 

  

① リース資産の内容（借主側） 

 （ア）有形固定資産 

     工具器具・備品であります。 

  （イ）無形固定資産  

     ソフトウェアであります。  

  

② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価

償却の方法」に記載のとおりでありま

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、その内容は

以下のとおりであります。 

(1) リース物件の取得価

額相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高相

当額 

  
取得価額相
当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額
(千円) 

期末残高相
当額 
(千円) 

工具器

具・備品 
 10,503  6,434  4,069

合計  10,503  6,434  4,069

  
取得価額相
当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高相
当額 
(千円) 

工具器

具・備品
 2,911  776  2,134

合計  2,911  776  2,134

(2) 未経過リース料期末

残高相当額 

１年内 1,732千円 

１年超 2,479  

合 計 4,212  

１年内 569千円 

１年超 1,608  

合 計 2,177  

(3) 支払リース料、減価

償却費相当額及び支払利

息相当額 

    

支払リース料 

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

  2,173千円 

  1,932  

  152  

  1,842千円 

  1,654  

  109  

(4) 減価償却費相当額の

算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 

(5) 利息相当額の算定方

法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

同左 

２．オペレーティング・リー

ス取引 

    

未経過リース料 １年内 29,520千円 

１年超 40,200  

合計 69,720  

１年内 37,020千円 

１年超 19,500  

合計 56,520  

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について） 

同左 

３．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（貸主側） 

       ────── 

  

  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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１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）なお、その他は、投資事業有限責任組合の出資持分相当額です。 

  

（注）有価証券の減損処理 

  

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

その他有価証券 

（有価証券関係）

種  類 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差 額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差 額 
（千円） 

(1）貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの 
            

株式  75,698  208,206  132,508  80,295  127,869  47,573

債券  －  －  －  －  －  －

その他   （注）  67,222  69,379  2,157  －  －  －

小計  142,920  277,586  134,666  80,295  127,869  47,573

(2）貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの 
            

株式  63,277  57,596  △5,680  47,925  38,425  △9,499

債券  －  －  －  －  －  －

その他   （注）  106,594  105,809  △785  161,840  153,116  △8,724

小計  169,871  163,405  △6,465  209,766  191,542  △18,224

合計  312,792  440,992  128,200  290,062  319,411  29,349

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） 

その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行

い、投資有価証券評価損4,534千円計上しております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっての社内基準は、帳

簿価額に対して時価の下落率が50％以上のもの並びに下落

率が30％以上50％未満のもので、２会計期間にわたり当該

下落率にあるもの、または発行会社の財政状態が悪化した

ものを対象にしております。 

その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行

い、投資有価証券評価損20,410千円計上しております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっての社内基準は、帳

簿価額に対して時価の下落率が50％以上のもの並びに下落

率が30％以上50％未満のもので、２会計期間にわたり当該

下落率にあるもの、または発行会社の財政状態が悪化した

ものを対象にしております。 

  
前事業年度 

（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

売却額 （千円）  －  2,616

売却益の合計額 （千円）  －  －

売却損の合計額 （千円）  －  1,050

種  類 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

非上場株式 （千円）  44,696  41,030
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該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該

当事項はありません。 

同左 

（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、自己都合退職金については確定拠出年金制

度、会社都合退職金から自己都合退職金を差し引いた金

額については退職一時金制度（生命保険契約により外部

拠出し、保険料は支払時に費用処理）を採用しておりま

す。 

 なお、生命保険契約の被保険者対象外となった従業員

の退職給付に備えるため、会社都合退職金から自己都合

退職金を控除した金額を見積り、退職給付引当金として

計上しております。 

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 ２．退職給付債務に関する事項 

  

退職給付債務 △45,154千円 

貸借対照表計上額 △45,154  

退職給付引当金 △45,154  

退職給付債務 △35,679千円 

貸借対照表計上額 △35,679  

退職給付引当金 △35,679  

（ストック・オプション等関係）
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該当事項はありません。 

  

（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 37,341  

賞与引当金繰入額否認 17,777  

退職給付引当金繰入額否認 18,242  

役員退職慰労引当金繰入額否認 64,638  

投資有価証券評価損否認 84,636  

ゴルフ会員権評価損否認 62,351  

減損損失否認 56,457

固定資産評価損否認 11,829  

固定資産除却損否認 14,173  

未払事業税否認 2,090  

未払事業所税否認 438  

繰越欠損金 84,939  

その他 37,488  

繰延税金資産小計 492,407  

評価性引当額 △492,407  

繰延税金資産合計 －  

     

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △51,793  

繰延税金負債合計 △51,793  

繰延税金負債の純額 △51,793  

繰延税金資産  千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 15,839     

賞与引当金繰入額否認 27,068  

退職給付引当金繰入額否認 14,414  

役員退職慰労引当金繰入額否認 38,151  

投資有価証券評価損否認 30,681  

ゴルフ会員権評価損否認 44,922  

減損損失否認 55,843

固定資産評価損否認 11,466  

固定資産除却損否認 12,134  

未払事業税否認 1,042  

未払事業所税否認 464  

繰越欠損金 119,865  

その他 59,835  

繰延税金資産小計 431,731  

評価性引当額 △431,731  

繰延税金資産合計 －  

     

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △11,857  

繰延税金負債合計 △11,857  

繰延税金負債の純額 △11,857  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.4 ％

（調 整）    

永久に損金に算入されない項目 8.1  

永久に益金に算入されない項目 △4.3  

住民税均等割 17.6  

外国法人税 18.1  

評価性引当額戻入  △30.4  

その他 0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.6  

法定実効税率 40.4 ％

（調 整）    

永久に損金に算入されない項目 3.9  

永久に益金に算入されない項目 △1.1  

住民税均等割 9.2  

外国法人税 0.1  

評価性引当額戻入  △43.9  

その他 1.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.2  

（持分法損益等）
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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）  

重要性が乏しいため、記載しておりません。  

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

日本国土開発㈱からの工事の受注に当っては、通常の施工条件を勘案し、個別工事毎に交渉のうえ取り

決めております。  

  

 （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。 

  

該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

主要株主 

  

日本国土開

発㈱ 

  

 東京都港区 

  

   

  

5,012,750 建設業 

  

 （被所有） 
直接 ％ 18.3

 当社建設

工事の発注

（当社の受

注） 

 建設工事

の受注 
 826,584

完成工事未

収入金  
 166,365

未成工事受

入金  
― 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 444.33

１株当たり当期純利益 円 3.69

１株当たり純資産額 円 447.91

１株当たり当期純利益 円 12.45

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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。 

  
前事業年度 

(自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日) 

当期純利益 （千円）  36,701  123,919

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）  36,701  123,919

期中平均株式数（株）  9,952,233  9,950,003

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。   

  

(2）セグメント情報 

①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては当期受注工事高

にその増減額を含めております。従って、当期完成工事高にもこの増減額が含まれます。 

２．次期繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．当期施工高は、(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致します。 

  

②受注工事高の受注方法別比率 

 工事受注方法は、特命と競争に大別されます。 

 （注）百分比は請負金額比であります。 

  

５．その他

期 別 工種別 
前期繰越
工事高 

（百万円）

当期受注
工事高 

（百万円）

計
  

（百万円）

当期完成
工事高 

（百万円）

次期繰越工事高 
当期
施工高 

（百万円）
手持工事高 
（百万円） 

うち施工高 
（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） 

            ％    

地盤注入工 4,582 5,341 9,923 5,414  4,509  15.9 718 5,159

アンカー・斜面安定工 1,174 1,393 2,567 1,413  1,153  19.1 220 1,297

地盤改良工 1,390 2,097 3,487 1,987  1,499  7.8 116 1,845

その他 971 443 1,415 1,054  361  4.4 15 802

計 8,117 9,276 17,393 9,869  7,523  14.2 1,071 9,104

当事業年度 
（自平成20年 

４月１日 
至平成21年 
３月31日） 

            ％    

地盤注入工 4,509 4,218 8,727 5,427  3,299  5.5 180 4,890

アンカー・斜面安定工 1,153 1,550 2,704 1,664  1,040  6.4 66 1,509

地盤改良工 1,499 1,704 3,204 2,100  1,103  － － 1,984

その他 361 791 1,152 789  363  0.1 0 773

計 7,523 8,265 15,789 9,981  5,807  4.3 247 9,158

期 別 特命（％） 競争（％） 計（％） 

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

 99.1  0.9  100

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

 99.3  0.7  100
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③完成工事高 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．完成工事高のうち海外工事が10％以上を占めるため、国内と海外を分けて表示しております。 

３．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

４．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。 

前事業年度 

  

当事業年度 

  

期 別 工種別 

国内 海外 
計

（Ｂ） 
（百万円） 官公庁

（百万円） 
民間

（百万円） 
（Ａ）

（百万円） 
（Ａ）/（Ｂ） 

（％） 

前事業年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日） 

地盤注入工 2,757 1,552 1,104  20.4 5,414

アンカー・斜面安定工 475 848 89  6.3 1,413

地盤改良工 1,490 344 152  7.7 1,987

その他 456 569 28  2.7 1,054

計 5,179 3,315 1,374  13.9 9,869

当事業年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

地盤注入工 3,593 1,481 353  6.5 5,427

アンカー・斜面安定工 515 1,145 2  0.2 1,664

地盤改良工 1,355 643 101  4.8 2,100

その他 259 529 －  － 789

計 5,723 3,800 457  4.6 9,981

地域 
前事業年度 
（％） 

当事業年度 
（％） 

中華民国（台湾）  61.8  22.2

ベトナム社会主義共和国  27.5  77.4

トルコ共和国  －  0.4

その他  10.7  －

計  100.0  100.0

㈱大林組 百万円1,750 ％17.7

㈱大林組 百万円1,886 ％18.9
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④手持工事高（平成21年３月31日現在） 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．手持工事高のうち海外工事が10％以上を占めるため、国内と海外を分けて表示しております。 

３．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

  

  

工種別 

国内 海外 
計 

 （Ｂ） 
（百万円） 

官公庁 
（百万円） 

民間 
（百万円） 

（Ａ） 
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ） 
（％） 

地盤注入工  1,667  398  1,233  37.4  3,299

アンカー・斜面安定工  401  638  －  －  1,040

地盤改良工  864  239  －  －  1,103

その他  160  202  －  －  363

計  3,093  1,480  1,233  21.2  5,807

地域 
前事業年度 
（％） 

当事業年度 
（％） 

中華民国（台湾）  97.8  100.0

ベトナム社会主義共和国  2.2  －

その他  －  －

計  100.0  100.0

三信建設工業㈱　（1984）　平成21年３月期　決算短信（非連結） 

－31－




