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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 3,555 △0.3 84 578.0 102 183.3 23 ―
20年3月期 3,565 △7.2 12 ― 36 ― △65 ―

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 6.75 ― 1.7 3.3 2.4
20年3月期 △19.24 ― △4.6 1.1 0.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △5百万円 20年3月期  18百万円

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 3,058 1,398 45.7 409.11
20年3月期 3,106 1,385 44.6 405.32

（参考） 自己資本   21年3月期  1,398百万円 20年3月期  1,385百万円

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 83 20 36 328
20年3月期 17 △4 △83 188

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 17 74.0 1.2

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 68.4

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

2,158 47.7 76 ― 75 ― 40 ― 11.70

通期 3,765 5.9 50 △40.2 48 △52.9 25 8.3 7.31
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、21ページ「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。 

(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

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 3,420,000株 20年3月期 3,420,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,752株 20年3月期  1,739株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、4ページから5ページ「１、経営成績（1）経営成績に関
する分析」をご参照ください。 
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当期におけるわが国経済は、原油などの資源をはじめ原材料価格の乱高下や為替相場の大幅な変動、

また米国の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実体経済への悪影響が輸出産業を

中心に企業業績に広がり、企業収益は大幅に減少し雇用情勢も悪化、個人消費も弱含むなど、秋口以降

景気後退感が急速に強まるとともに、景気後退が一段と深刻な状況になりました。 

 建設業界におきましても、公共投資の低調な推移や企業収益の悪化による設備投資の抑制に加え、不

動産・建設関連企業が相次ぎ経営破綻するなど信用不安が高まり、経営環境は一層厳しさを増す状況と

なりました。 

 このような状況の下、当社は営業展開を強化し受注量の獲得と、一層のコスト低減による利益の確保

に努めるとともに、与信管理を強化し債権の保全に注力してまいりました。 

 この結果、受注高は3,772百万円（前期比2.5％増）、売上高は3,555百万円（前期比0.3％減）となり

ました。利益につきましては、施工効率の向上や工事原価の低減に努めた結果、売上総利益率が上昇

し、また販管費の低減にも注力したことで営業利益は84百万円（前期比578.0％増）に、営業外収益と

して技術料などが入ったため経常利益は102百万円（前期比183.3％増）となりましたが、一部取引先の

経営破綻により貸倒引当金繰入額を特別損失に計上したため、当期純利益は23百万円（前期における当

期純損失65百万円）となりました。 

部門別の状況は、次のとおりであります。 

（気泡コンクリート工事部門） 

 軽量盛土工事は、価格競争が激しく、見込んでいた大型物件が受注出来なかったこともあり、受注高

は822百万円（前期比37.9％減）となりましたが、管路中詰工事の受注が水道関係などで順調だったこ

とから、受注高は650百万円（前期比86.3％）となり、また空洞充填工事の受注もトンネル補修などで

計画以上だったことから、受注高は1,059百万円（前期比77.3％増）となり、気泡コンクリート工事部

門の受注高は2,522百万円（前期比11.3％増）と増加いたしました。 

 完成工事高につきましては、管路中詰工事が336百万円（前期比25.5％増）、空洞充填工事が886百万

円（前期比36.9％増）と増加しましたが、受注高の減少から軽量盛土工事が768百万円（前期比40.4％

減）と減少したことや、一部工事の工期のずれ込みなどから、気泡コンクリート工事部門の完成工事高

は1,991百万円（前期比9.7％減）と減少いたしました。 

（地盤改良工事部門） 

 普及拡大のため営業を強化しておりますアスコラムＴＹＰＥⅡの受注は好調でしたが、鋼管ソイルセ

メント杭工法（ＨＹＳＣ杭工法）での大型工事の需要が上期で目先一巡したことから、地盤改良工事部

門の受注高は1,059百万円（前期比9.5％減）と減少いたしました。 

 完成工事高につきましては、受注高は減少いたしましたが、前期からの繰越工事が324百万円あった

ことから、地盤改良工事部門の完成工事高は1,320百万円（前期比27.2％増）と増加いたしました。 

（補修工事部門） 

 下期より、競争が激しく採算に合わない地域での営業を縮小したため、受注高は174百万円（前期比

25.9％減）と減少いたしました。完成工事高も前期からの繰越工事がなかったこともあり174百万円

（前期比36.9％減）と減少いたしました。 

（その他工事部門） 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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 受注高は15百万円（前期比77.5％増）、完成工事高は20百万円（前期比440.3％増）となりまし

た。 

（商品販売部門） 

 起泡剤やＡＱライトプレート２（軽量型枠材）などの販売で、売上高は48百万円（前期比14.9％増）

となりました。  

（売上高実績） 

 
  

当期の完成工事のうち請負金額5,000万円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
  

当期の完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。 

  

次期の見通しとしましては、わが国経済は、政府発表の経済危機対策の早急な実現により景気の持ち

直しが期待されますが、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念など、景気をさらに

下押しするリスクもあり、先行きは悪化のテンポが穏やかになるとしても景気の下降局面が続くものと

思われます。 

 建設業界におきましては、景気対策として公共事業の前倒し発注などが期待されますが、景気悪化の

影響による民間設備投資の抑制などから、国内建設投資は引続き減少するものと予測され、経営環境は

依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 当社といたしましては、一層の施工効率の改善に取組んで工事原価の低減をはかり、価格競争力を高

めて受注量を獲得するとともに、販管費の低減にも注力し利益の確保に努めてまいります。 

 次期の業績につきましては、地盤改良工事部門におきまして鋼管ソイルセメント杭工法（ＨＹＳＣ杭

工法）の大型工事が目先一巡しましたが、気泡コンクリート工事部門におきまして、引続き水道関係や

ガスパイプライン関係の管路中詰工事の需要などが見込まれることから、受注高は3,627百万円（前期

比3.8％減）、繰越工事が819百万円（前期比47.9％増）と多いことから売上高は3,765百万円（当期比

        期 別 前期 当期

（
自 平成19年４月１日

）（
自 平成20年４月１日

）
増減率

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日 （％）

 部 門 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

気泡コンクリート工事 2,204,933 61.8 1,991,209 56.0 △9.7

地盤改良工事 1,038,370 29.1 1,320,707 37.1 27.2

補修工事 276,716 7.8 174,708 4.9 △36.9

その他工事 3,825 0.1 20,667 0.6 440.3

商品販売 41,804 1.2 48,046 1.4 14.9

合計 3,565,650 100.0 3,555,338 100.0 △0.3

    （注文者） （工事名）

   村本建設株式会社 大和御所道路観音寺高架橋一町下部工事 137,400千円

   株式会社熊谷組 新神戸トンネル(北行)補修工事(第２工区) 116,848千円

   株式会社ジオダイナミック 第二京阪道路三ツ島東工事 90,600千円

   株式会社ジャパンパイル 第二京阪道路交野高架橋西(下部工)工事 86,500千円

   佐藤工業株式会社 新神戸トンネル(北行)補修工事(第３工区) 81,789千円

②次期の見通し
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5.9％増）、主要な材料であるセメントの値上げの影響などから営業利益は50百万円（当期比40.2％

減）、経常利益は48百万円（当期比52.9％減）、当期純利益は25百万円（当期比8.3％増）を見込んで

おります。 

  

当期末における資産合計は、前期末に比べ47百万円減少し3,058百万円となりました。その主な要因

としましては、減価償却により有形固定資産が21百万円減少したことや投資有価証券が10百万円減少し

たことなど、固定資産の減少によるものであります。 

 負債合計は、前期末に比べ60百万円減少し1,660百万円となりました。その主な要因としましては、

私募債の発行により有利子負債が38百万、未払法人税等が34百万円、未払消費税等が14百万円、また未

成工事受入金が36百万円増加しましたが、支払手形が82百万円、工事未払金が117百万円減少したこと

などによるものであります。 

 純資産合計は、前期末に比べ12百万円増加し1,398百万円となりました。その主な要因としまして

は、株式市場の下落によりその他有価証券評価差額金が10百万円減少しましたが、利益剰余金が23百万

円増加したことによるものであります。 

  

当期におけるキャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前期より83百万円の資金の増加（前期は17百万円の増加）と

なりました。これは主に、前期より仕入債務が206百万円減少し、未成工事支出金が95百万円増加しま

したが、税引前当期純利益58百万円（前期における税引前当期純損失56百万円）を計上し、また前期よ

り売上債権が207百万円減少し、未成工事受入金が36百万円増加したことなど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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前期より20百万円の資金の増加となりました。これは主に、

前期と比べて定期預金の預入による支出が減少したことや、有形固定資産の取得による支出が減少した

ことなど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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前期より36百万円の資金の増加となりました。これは主に、

私募債の発行によるものなどであります。 

 以上の結果、営業活動により得られた資金が前期より83百万円増加したこと、投資活動により得られ

た資金が前期より20百万円増加したこと、財務活動により得られた資金が前期より36百万円増加したこ

とにより「現金及び現金同等物の期末残高」は、前期末に比べ140百万円増加（前期は70百万円の減

少）し、328百万円（74.6％増）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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(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／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。 

   ２ 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・ 

      フローを使用しております。 

   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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の 

      支払額を使用しております。 

  

当社は、株主に対する利益配分が大変重要であると考えており、将来の事業展開と提供する品質の更

なる進化をはかるための内部留保の充実に留意するとともに、業績に帰依する成果配分を安定的に実施

する方針であります。 

 内部留保資金の使途につきましては、事業発展のための中長期的な視点に立った設備投資、研究開発

投資等に充当してまいります。 

 当期配当につきましては、当社を取り巻く事業環境が厳しい状況ではありますが、株主の皆様の日頃

からのご支援にお応えするため、期末配当としまして１株につき５円の復配を予定しております。 

 また次期の配当につきましては、１株につき年間５円を予定しております。 

  

当社の事業に係るリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、以

下のようなものがあります。 

当社の主要事業分野である土木関連市場での政府建設投資は、国、地方自治体ともに減少傾向が続い

ております。当社は、当社工法の普及及びコスト低減に努力し、民間工事の受注にも注力しております

が、予想以上の公共工事の減少があった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、工事原価の低減に取り組み、価格競争力を高める努力をしておりますが、当社の主力の気泡

コンクリート工事分野（ニッチ市場で特殊工事ということから競合する施工業者数は限られております

が）において、建設市場の縮小から大手建設業者等が参入した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

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（％） 48.0 42.3 44.3 44.6 45.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

31.8 38.0 31.1 31.4 10.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

273.4 91.3 14,210.1 1,023.0 2.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

29.5 87.5 0.6 4.9 32.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①公共工事の予想以上の減少リスク

②受注競争の激化リスク
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能性があります。 

当社は、多くの取引先から工事を受注しており、リスク回避に向け与信管理を徹底しておりますが、

取引先が経営破綻した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、各工事ごとに厳正な原価管理を行っておりますが、工事途中での設計変更や手直し工事等で

想定外の原価が発生し不採算工事となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、リスク管理を強化するとともに安全管理にも万全を期しておりますが、重大な災害、事故が

発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

工事用材料、機器の調達につきましては、常に価格交渉を行い価格低減に努めておりますが、調達価

格の変動、納期遅延等があった場合や、特に当社の気泡コンクリート工事の工事原価中の材料費でウエ

ートが高いセメントの価格が、メーカーの値上げ圧力で急激に上昇し工事受注価格に転嫁できない場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、中長期的な経営戦略として、気泡コンクリート工事のニーズがある海外市場の開拓に取組ん

でおり、その一環としまして、平成16年９月に中国において現地企業と合弁会社を設立しております

が、当社の計画通り事業展開が出来なかった場合、また中国の政治、経済、法律等に著しい変化が生じ

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるとともに、ISO9001（国際標準化機構）の認証を取

得し品質管理には万全を期しており、現時点では重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりません

が、瑕疵担保責任による多額の損害賠償請求等を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

なお、上記の項目は、決算短信提出日現在において判断したものであり、また当社の事業リスクの全

てを網羅するものではないことをご留意下さい。 

③売掛債権の回収リスク

④不採算工事発生リスク

⑤災害事故の発生リスク

⑥工事用材料、機器の調達リスク

⑦海外進出に潜在するリスク

⑧製品の欠陥に対する重要な訴訟リスク
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(１)企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、親会社の株式会社麻生、親会社の子会社２社（麻生ラファージュセメント株式

会社及び麻生商事株式会社）、関連会社の広東冠生土木工事技術有限公司で構成されており、当社は気泡コ

ンクリート（注）の現場施工、地盤改良工事の施工、構造物の補修工事、その他工事の施工及び工事用資材

（起泡剤等）の商品の販売を主な内容として事業活動を展開しております。 

 また当社は、親会社及び親会社の子会社である麻生商事株式会社より工事を受注し、親会社の子会社２社

より工事用資材を一部仕入れております。 

以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

（注）気泡コンクリート…セメント、骨材、水及び起泡剤の材料から構成され、スラリー（泥状物）状の 

          モルタル（セメント・原料土・水を練り混ぜた物）に発泡させた気泡を混入 

          して作られたコンクリートであります。 

          作られた気泡コンクリートは、エアモルタルと呼ばれています。 

          なお、原料土を使用しない気泡コンクリートをエアミルクといいます。 

  

  

  

2. 企業集団の状況
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(２)関係会社の状況 

 
（注）１ 議決権の被所有割合の（ ）内は、間接被所有の割合で内数であります。 

 ２ 有価証券報告書を提出しております。 

  

名称 住所
資本金または

出資金
主要な事業の内容

議決権の所有割
合または  

出資割合(％)
関係内容

 医療関連事業  被所有  工事請負

（親会社） （千円）  環境関連事業        62.0 

株式会社麻生 (注)2  福岡県飯塚市 3,080,000  建築資材製造販売       (20.4)
 管理業務受託 
 

 不動産事業  役員の兼任２名

 気泡コンクリートの

（関連会社） （千元）  現場施工  出資割合  技術協力

広東冠生土木工事技術有
限公司

 広東省広州市 10,000  起泡剤の製造        40.0  役員の兼任３名
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当社は、創業以来培ってきた「揺るぎない信用」と「独自の技術力」で常に新しい価値を創造し続け

顧客にベストを尽くすことを経営理念としており、基本方針は以下のとおりであります。 

①独自の建設技術を通じて環境と調和する社会資本整備の充実に貢献します。 

②顧客が満足できる品質の製品を提供し、信頼に応えていきます。 

③明るい職場で安全を基本とし、技術開発型の企業として社会に貢献します。 

④社会、顧客、株主、従業員等とともに、企業価値を高める経営を行います。 

  

建設業界を取り巻く厳しい経営環境において、フリーキャッシュフローの堅実な向上が重要であり、

再度原点に戻り本業の営業利益を重視してまいります。当面の目標としては、売上高営業利益率2.5％

以上を目指してまいります。 

  

建設業界を取り巻く環境は、中長期的に公共事業の減少傾向が予測されることや、国内外の景気の回

復には時間を要すると見られることから民間設備投資にも不透明感があり、今後も厳しい経営環境が続

くとものと思われます。しかしながら建設投資が全く不要となるものではなく、要求度が高いニーズに

対応することで有望な分野があると考えております。 

 当社としましては、生産効率の向上や新たな技術開発に取り組みニーズに対応するとともに、有望な

市場の開拓に注力してまいります。 

 当社主力の気泡コンクリート工事部門におきましては、施工機械の改善に注力し、施工効率の向上を

継続的にはかることで価格競争力を高め、シェアアップに取組んでまいります。また、今後需要増が見

込まれる管路中詰工事での長距離圧送につきましては、長距離圧送システムの性能向上に迅速に取組み

受注拡大をはかるとともに、気泡コンクリートの付加価値向上のため研究開発活動に注力してまいりま

す。気泡コンクリート工事の海外市場への取組みとしましては、中国の合弁会社の事業規模拡大のた

め、新たな支援を検討してまいります。 

 地盤改良工事部門におきましては、狭小地での地盤改良工事に対し、価格競争力があり受注高が順調

に増加しているアスコラムＴＹＰＥⅡの一層の普及拡大に取組んでまいります。 

 なお、当社としましては、建設業界を取り巻く厳しい経営環境の中でも安定的に成長していくため、

平成22年３月期におきまして、市場動向等の外部視点と工事原価や技術開発等の内部視点の両面から調

査分析を行い、平成23年３月期（第50期事業年度）を初年度とする中期（３カ年）経営計画を策定して

まいります。 

  

国内建設市場の縮小傾向や競争の激化が続くなかにあって、企業の堅実な持続成長を実現可能とする

収益構造を、どのようにして具体的に構築するかが需要な課題と認識しております。当社といたしまし

ては、要求度が高まる諸ニーズ（社会、市場、顧客、環境負荷、雇用等）にも迅速に対応し、また新市

場の開拓に注力し受注の拡大に取組むとともに、一層の生産効率の向上に取組み利益の確保に努めてま

いります。 
  

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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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

現金及び預金 268,966 379,555

受取手形 459,499 410,377

完成工事未収入金 650,838 452,245

売掛金 9,534 10,404

未成工事支出金 165,691 260,943

原材料及び貯蔵品 12,727 25,677

前払費用 10,886 11,930

繰延税金資産 19,046 20,028

その他 9,082 18,660

貸倒引当金 △18,500 △10,933

流動資産合計 1,587,772 1,578,890

固定資産

有形固定資産

建物 ※１ 262,416 ※１ 262,416

減価償却累計額 △187,173 △193,135

建物（純額） 75,242 69,280

構築物 17,120 17,120

減価償却累計額 △15,712 △16,053

構築物（純額） 1,408 1,067

機械及び装置 751,223 760,826

減価償却累計額 △683,143 △700,687

機械及び装置（純額） 68,080 60,139

車両運搬具 47,881 47,881

減価償却累計額 △45,570 △46,202

車両運搬具（純額） 2,310 1,679

工具、器具及び備品 113,429 117,629

減価償却累計額 △90,587 △101,116

工具、器具及び備品（純額） 22,842 16,513

土地 ※１ 1,122,839 ※１ 1,122,839

有形固定資産合計 1,292,724 1,271,519

無形固定資産

特許権 62 －

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産合計 2,412 2,350

投資その他の資産

投資有価証券 26,315 15,989

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 27,221 66,532

長期前払費用 1,472 1,146

繰延税金資産 61,275 60,975

敷金 17,313 17,610

ゴルフ会員権 92,055 92,055

その他 8,501 8,501

貸倒引当金 △47,484 △94,998

投資その他の資産合計 223,338 204,478

固定資産合計 1,518,475 1,478,348

繰延資産

社債発行費 － 1,338

繰延資産合計 － 1,338

資産合計 3,106,248 3,058,577
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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 

支払手形 ※１ 796,359 ※１ 713,741 

工事未払金 ※１ 402,379 ※１ 284,548 

買掛金 ※１ 6,740 ※１ 1,104 

短期借入金 ※１ 70,000 ※１ 66,000 

1年内償還予定の社債 ※１ 29,000 ※１ 49,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 28,800 ※１ 27,200 

未払金 49,116 66,048 

未払費用 3,630 4,364 

未払法人税等 3,456 37,798 

未払消費税等 10,533 24,839 

未成工事受入金 54,487 91,315 

賞与引当金 30,960 31,223 

完成工事補償引当金 3,500 3,507 

工事損失引当金 5,847 － 

その他 1,247 1,299 

流動負債合計 1,496,057 1,401,990 

固定負債 

社債 ※１ 29,000 ※１ 80,000 

長期借入金 ※１ 27,200 － 

退職給付引当金 145,800 148,700 

役員退職慰労引当金 19,692 26,514 

受入保証金 3,005 2,946 

固定負債合計 224,697 258,161 

負債合計 1,720,754 1,660,152 

純資産の部 

株主資本 

資本金 209,200 209,200 

資本剰余金 

資本準備金 180,400 180,400 

資本剰余金合計 180,400 180,400 

利益剰余金 

利益準備金 24,050 24,050 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,035,000 1,035,000 

繰越利益剰余金 △62,806 △39,716 

利益剰余金合計 996,243 1,019,333 

自己株式 △609 △613 

株主資本合計 1,385,234 1,408,319 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 259 △9,893 

評価・換算差額等合計 259 △9,893 

純資産合計 1,385,493 1,398,425 

負債純資産合計 3,106,248 3,058,577 
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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 

完成工事高 3,523,845 3,507,291 

商品売上高 41,804 48,046 

売上高合計 3,565,650 3,555,338 

売上原価 

完成工事原価 2,945,965 2,896,679 

商品売上原価 25,118 27,285 

売上原価合計 2,971,083 2,923,964 

売上総利益 

完成工事総利益 577,880 610,612 

商品売上総利益 16,686 20,761 

売上総利益合計 594,566 631,374 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 45,266 38,953 

従業員給料手当 223,654 208,296 

賞与引当金繰入額 10,141 12,850 

退職給付費用 10,920 15,366 

役員退職慰労引当金繰入額 5,134 6,822 

法定福利費 36,067 35,367 

福利厚生費 1,416 2,095 

修繕維持費 8,104 8,814 

事務用品費 6,062 6,902 

通信交通費 59,213 55,350 

動力用水光熱費 6,690 7,055 

調査研究費 ※１ 21,116 ※１ 12,064 

広告宣伝費 1,692 575 

貸倒引当金繰入額 19,302 － 

交際費 6,996 6,649 

寄付金 392 222 

地代家賃 31,540 28,940 

減価償却費 7,971 7,289 

租税公課 16,854 17,327 

保険料 13,663 12,260 

雑費 49,913 63,759 

販売費及び一般管理費合計 582,117 546,964 

営業利益 12,449 84,409 

営業外収益 

受取利息 385 515 

受取手数料 2,428 2,271 

受取保険金 26,760 － 

受取配当金 465 342 

受取技術料 － 18,623 

雑収入 1,364 1,343 

営業外収益合計 31,404 23,095 
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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) 

営業外費用 

支払利息 2,942 2,222 

社債利息 478 304 

手形売却損 1,981 1,081 

支払保証料 780 889 

社債発行費償却 － 70 

雑支出 1,386 147 

営業外費用合計 7,570 4,716 

経常利益 36,283 102,789 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 733 

受取保険金 2,891 2,200 

特別利益合計 2,891 2,933 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 46,341 

役員退職慰労金 77,500 － 

過年度役員退職慰労引当金繰入額 14,557 － 

投資有価証券売却損 983 － 

災害による損失 1,091 900 

ゴルフ会員権評価損 1,250 － 

特別損失合計 95,382 47,241 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △56,207 58,480 

法人税、住民税及び事業税 1,902 35,900 

法人税等調整額 7,650 △508 

法人税等合計 9,552 35,391 

当期純利益又は当期純損失（△） △65,760 23,089 
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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 209,200 209,200 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 209,200 209,200 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 180,400 180,400 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 180,400 180,400 

資本剰余金合計 

前期末残高 180,400 180,400 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 180,400 180,400 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 24,050 24,050 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 24,050 24,050 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 1,035,000 1,035,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,035,000 1,035,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 20,050 △62,806 

当期変動額 

剰余金の配当 △17,096 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △65,760 23,089 

当期変動額合計 △82,856 23,089 

当期末残高 △62,806 △39,716 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,079,100 996,243 

当期変動額 

剰余金の配当 △17,096 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △65,760 23,089 

当期変動額合計 △82,856 23,089 

当期末残高 996,243 1,019,333 

自己株式 

前期末残高 △360 △609 

当期変動額 

自己株式の取得 △249 △4 

当期変動額合計 △249 △4 

当期末残高 △609 △613 
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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) 

株主資本合計 

前期末残高 1,468,340 1,385,234 

当期変動額 

剰余金の配当 △17,096 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △65,760 23,089 

自己株式の取得 △249 △4 

当期変動額合計 △83,106 23,085 

当期末残高 1,385,234 1,408,319 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 13,835 259 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △13,576 △10,153 

当期変動額合計 △13,576 △10,153 

当期末残高 259 △9,893 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 13,835 259 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △13,576 △10,153 

当期変動額合計 △13,576 △10,153 

当期末残高 259 △9,893 

純資産合計 

前期末残高 1,482,176 1,385,493 

当期変動額 

剰余金の配当 △17,096 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △65,760 23,089 

自己株式の取得 △249 △4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,576 △10,153 

当期変動額合計 △96,682 12,931 

当期末残高 1,385,493 1,398,425 
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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 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △56,207 58,480 

減価償却費 44,889 35,790 

投資有価証券売却損益（△は益） 983 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,784 39,947 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,300 2,900 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,640 263 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,692 6,822 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △300 7 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,847 △5,847 

受取利息及び受取配当金 △850 △858 

支払利息 3,421 2,526 

ゴルフ会員権評価損 1,250 － 

売上債権の増減額（△は増加） 54,009 207,534 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 37,165 △95,251 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,493 △12,950 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,683 △206,498 

未払金の増減額（△は減少） △21,585 12,425 

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,835 14,306 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △55,766 36,828 

その他 △6,116 △8,676 

小計 22,286 87,750 

利息及び配当金の受取額 850 858 

利息の支払額 △3,641 △2,580 

法人税等の支払額 △1,510 △2,592 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,985 83,435 

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 △119,200 △89,200 

定期預金の払戻による収入 119,200 119,200 

投資有価証券の売却による収入 2,670 － 

有形固定資産の取得による支出 △22,797 △9,551 

保険積立金の積立による支出 △3,233 － 

保険積立金の払戻による収入 18,439 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,920 20,448 

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） △1,000 △4,000 

長期借入金の返済による支出 △36,000 △28,800 

社債の発行による収入 － 98,590 

社債の償還による支出 △29,000 △29,000 

自己株式の取得による支出 △249 △4 

配当金の支払額 △17,195 △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,444 36,705 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,379 140,589 

現金及び現金同等物の期首残高 258,745 188,366 

現金及び現金同等物の期末残高 188,366 328,955 
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該当事項はありません。 

  

  

   

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 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 

 その他の有価証券 

  時価のあるもの

期末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 

 その他の有価証券 

  時価のあるもの

   同左

たな卸資産

 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 材料貯蔵品 

  移動平均法による原価法 

 

たな卸資産 

 未成工事支出金 

  同左 

 材料貯蔵品 

  移動平均法による原価法

  （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。)   

 (2)重要な減価償却資産の 

減価償却の方法

 

有形固定資産

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)

については定額法を採用しておりま

す。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物 10～38年

機械装置及び車両運搬具５～７年

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

例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、当

事業年度から、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

は、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

 なお、これに伴う損益への影響は

軽微であります。

(追加情報)

 平成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、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％相当額

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。

 これにより、営業利益及び経常利

益はそれぞれ4,546千円減少してお

り、税引前当期純損失は4,546千円

増加しております。

 

有形固定資産

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)

については定額法を採用しておりま

す。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物 10～38年

機械装置及び車両運搬具５～７年
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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)重要な減価償却資産の 

減価償却の方法

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、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

無形固定資産

 同左

 (3)重要な引当金の計上基 

  準

貸倒引当金

  債権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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

  同左

賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。

賞与引当金

  同左

完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵担保の費用に

備えるため、当期末に至る一年間の

完成工事高に対する将来の見積補償

額に基づき計上しております。

完成工事補償引当金

  同左

工事損失引当金 

    受注工事に係る将来の損失に備 

 えるため、当期末手持工事のうち 

 損失の発生が見込まれ、かつ、そ 

 の金額を合理的に見積もることが 

 できる工事について、損失見込額 

 を計上しております。 

工事損失引当金 

     ―――――― 

     

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及 

 び年金資産の見込額に基づき、当 

 期末に発生していると認められる 

 額を簡便法により計上しておりま 

 す。 

役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備え  

 るため、内規に基づく当期末要支 

 給額を計上しております。 

(会計方針の変更) 

  役員退職慰労金は、従来支出時 

 の費用として処理しておりました 

 が、当期より「租税特別措置法上 

 の準備金及び特別法上の引当金又 

 は準備金並びに役員退職慰労引当 

 金等に関する監査上の取扱い」(日 

 本公認会計士協会 平成19年４月13 

 日 監査・保証実務委員会報告第42 

 号)を適用し、当期末要支給額を役 

 員退職慰労引当金として計上する 

 方法に変更しております。 

  この変更により当期発生額5,134 

 千円を販売費及び一般管理費に計 

 上し、過年度分の14,557千円を特 

 別損失に計上しております。この 

 結果、従来と同一の方法を採用し 

 た場合と比べ、営業利益及び経常 

 利益はそれぞれ5,134千円減少して 

 おり、税引前当期純損失は19,692 

 千円増加しております。  

退職給付引当金 

  同左 

  

 

  

 

  

役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備え  

 るため、内規に基づく当期末要支 

 給額を計上しております。
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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)

 (4)完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完成基準

によっております。

  同左

 (5)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引については特例

処理の要件を満たしているため、特

例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

  同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

  金利スワップ取引

 ヘッジ対象

  借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

  同左

 ヘッジ対象

  同左

③ヘッジ方針

  借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で行っております。

③ヘッジ方針

  同左

 (5)重要なヘッジ会計の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので、決算日における

有効性の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

  同左

 (6)キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書上資金の

範囲に含めた現金及び現金同等物は、

手許現金及び要求払預金のほか取得日

より３ヶ月以内に満期日が到来する定

期性預金であります。

  同左

 (7)その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等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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(7)【財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【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)

     ――――――――――― （たな卸資産の評価に関する会計基準等）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当期

より適用しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 
（リース取引に関する会計基準等）
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、当期より、「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))を適用してお
ります。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ
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)

（損益計算書関係） 

 従来、営業外収益の「受取保険金及び配当金」と表

示しておりました受取保険金は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため、当期より「受取保険金」とし

て表示しております。 

 なお、前期の受取保険金はありません。 

  

 前期まで営業外費用の「雑支出」に含めて表示して

おりました「手形売却損」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前期における「手形売却損」の金額は1,933千

円であります。

（損益計算書関係） 

 従来、営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「受取技術料」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前期の受取技術料はありません。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(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 担保に供している資産

建物 33,372千円

土地 1,122,839千円

計 1,156,211千円

 
 

※１ 担保に供している資産

建物 30,176千円

土地 1,122,839千円

計 1,153,015千円

 

    上記の担保資産に対する債務

支払手形 18,921千円

工事未払金 5,249千円

買掛金 729千円

割引手形 117,332千円

短期借入金 70,000千円

一年以内返済長期借入金 28,800千円

社債に係る銀行保証 58,000千円

長期借入金 27,200千円

計 326,232千円

 

    上記の担保資産に対する債務

支払手形 35,588千円

工事未払金 24,924千円

買掛金 1,089千円

短期借入金 66,000千円

一年以内返済長期借入金 27,200千円

社債に係る銀行保証 129,000千円

計 283,802千円

２ 受取手形割引高 117,332千円 ―――――

(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 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は21,116千円であります。

※１ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は12,064千円であります。
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加939株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
  

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 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 13株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 
  
 (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 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 3,420,000 ― ― 3,420,000

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 800 939 ― 1,739

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26日 
定時株主総会

普通株式 17,096 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月27日

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 3,420,000 ― ― 3,420,000

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式(株) 1,739 13 ― 1,752

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25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 17,091 ５ 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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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。 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 
  

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。 

  
  

(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

現金預金勘定 268,966千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △80,600千円

現金及び現金同等物 188,366千円

 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

現金預金勘定 379,555千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △50,600千円

現金及び現金同等物 328,955千円

(リース取引関係)

(有価証券関係)

区分

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)

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額

(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

貸借対照表日に
おける貸借対照
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
るもの

株式 22,116 23,487 1,370 ― ― ―

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

株式 3,766 2,828 △937 25,882 15,989 △9,893

合計 25,882 26,315 432 25,882 15,989 △9,893

区分

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)

売却益の
合計額 
（千円）

売却損の
合計額 
(千円)

売却額
(千円)

売却益の 
合計額 
（千円）

売却損の
合計額 
(千円)

株式 2,697 ― 983 ― ― ―

合計 2,697 ― 983 ― ― ―

(デリバティブ取引関係)
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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) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

 
（注) 当社役員と親会社である株式会社麻生の役員等との兼任は、平成19年12月31日付をもってなくなっております。

(2) 子会社等 

 
（注） 平成19年７月12日付をもって広東冠生土木新技術有限公司は、広東冠生土木工事技術有限公司に社名変更して 

  おります。 

(3) 兄弟会社等 

 
（注） １ 上記金額のうち、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 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

(持分法投資損益等)

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)

関連会社に対する投資の金額 36,668千円

持分法を適用した場合の投資の金額 53,901千円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額
18,723千円

関連会社に対する投資の金額 36,668千円

持分法を適用した場合の投資の金額 28,627千円

持分法を適用した場合の投資損失

(△)の金額
△5,410千円

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(千円)

事業の内容 
または職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社 
麻生

福岡県 
飯塚市

3,080,000

医療関連事
業 
環境関連事
業 
建築資材製
造販売 
不動産事業

直接
   41.5 
間接 
   20.4

  ―

工事請負 工事請負 107,513    ― ―

工事用材
料等の購
入

工事用材料
等の購入

1,318    ― ―

管理業務
受託

駐車場管理 1,407    ― ―

属性
会社等 
の名称

住所
出資金 
(千元)

事業の内容 
または職業

議決権等の
所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会
社

広東冠生
土木工事
技術有限
公司

広東省
広州市

10,000

気泡コンク
リートの現
場施工
起泡剤の製
造

出資割合
40.0

兼任２名 技術協力    ― ―
その他の
投資その
他の資産

8,501

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(千円)

事業の内容 
または職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
の子会
社

麻生商事 
株式会社

福岡市 
早良区

450,000
建設資機材
等の仕入、
販売

間接
   8.7

なし

工事請負
  
製品販売

工事請負
  
製品販売

22,200 
  

396

完成工事
未収入金 
  
   ― 
 

5,670 
  

― 
 

工事用資
機材等の
仕入

工事用材料
等の購入

5,528

買掛金 516

支払手形 
工事未払
金

1,878
1,233 

 

親会社
の子会
社

麻生ラフ
ァージュ
セメント
株式会社

福岡市 
早良区

4,698,500

セメント製
品の製造及
び販売 
産業廃棄物
の処理

なし なし

セメント
販売の仲
介

販売手数料 3,132    ― ―

工事用材
料の購入

工事用材料
の購入

73,089

買掛金 729

支払手形 18,921

工事未払
金

5,249
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
（注） 上記金額のうち、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。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
  

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

  

 
（注） 上記金額のうち、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。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

株式会社麻生（非上場、有価証券報告書提出会社） 

  

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)

親会社 株式会社麻生
福岡県 
飯塚市

3,080,000

医療関連事
業 
環境関連事
業 
建築資材製
造販売 
不動産事業

直接41.5
間接20.4

工事請負
  
管理業務受
託 
役員の兼任
２名

工事請負
  
駐車場管理

36,650 
  

1,383

完成工事未
収入金 
  
  ― 
 

1,858
 
―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千元)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
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)

関連会
社

広東冠生土木
工事技術有限
公司

広東省 
広州市

10,000

気泡コンク
リートの現
場施工 
起泡剤の製
造

出資割合
40.0

技術協力
  
役員の兼任
３名

 ― ―
その他の投
資その他の
資産

8,501

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)

親会社
の子会
社

麻生商事株式
会社

福岡市 
早良区

450,000
建設資機材
等の仕入、
販売

間接8.7

工事請負
製品販売 
工事用資機
材等の仕入

工事請負
製品販売 
工事用資機
材の購入

26,950 
  

6,723

完成工事未
収入金 
支払手形 
工事未払金

1,575
 

2,312
390

親会社
の子会
社

麻生ラファー
ジュセメント
株式会社

福岡市 
早良区

4,698,500

セメント製
品の製造及
び販売 
産業廃棄物
の処理

なし

セメント販
売の仲介 
  
工事用材料
の購入

販売手数料
  
工事用材料
の購入

4,076 
  
 

130,944

    ― 
支払手形 
工事未払金 
買掛金

―
35,588
24,924
1,089
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(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

(単位：千円)

繰延税金資産

貸倒引当金 10,267

賞与引当金 12,374

未払事業税 614

退職給付引当金 58,276

ゴルフ会員権評価損 31,000

減損損失 2,431

その他 31,175

繰延税金資産小計 146,140

評価性引当額 △65,645

繰延税金資産合計 80,494

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △172

繰延税金資産（負債）の純額 80,321

 
 

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

(単位：千円)

繰延税金資産

貸倒引当金 27,776

賞与引当金 12,483

未払事業税 3,114

退職給付引当金 59,435

ゴルフ会員権評価損 31,000

減損損失 2,431

その他 16,452

繰延税金資産小計 152,693

評価性引当額 △71,690

繰延税金資産合計 81,003

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 ―

繰延税金資産（負債）の純額 81,003

 

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

当期は税引前当期純損失となったため、主な項目別

の内訳を記載しておりません。

 

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

                   (単位：％)

法定実効税率 39.9

（調整）

永久に損金に算入されない項目 18.2

住民税均等割等 3.2

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.5
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を設

けております。

  また、従業員数が300人未満のため、退職給付債務

及び退職給付費用の計算については、簡便法を採用し

ております。

  なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

場合があります。

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

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △208,178

ロ 年金資産 62,378

ハ 未積立退職給付債務 △145,800

ニ 退職給付引当金 △145,800

 
 

２ 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △213,748

ロ 年金資産 65,048

ハ 未積立退職給付債務 △148,700

ニ 退職給付引当金 △148,700

 

 

３ 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

イ 期首退職給付引当金残高 165,100

ロ 退職一時金制度に係る当期退職給付額 26,284

ハ 企業年金制度への当期拠出金 8,435

ニ 差引 130,380

ホ 期末退職給付引当金 145,800

ヘ 退職給付費用(ホ－ニ) 15,419

 
 

３ 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

イ 期首退職給付引当金残高 145,800

ロ 退職一時金制度に係る当期退職給付額 19,854

ハ 企業年金制度への当期拠出金 8,135

ニ 差引 119,595

ホ 期末退職給付引当金 148,700

ヘ 退職給付費用(ホ－ニ) 30,889

 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり当期純利益または当期純損失(△)の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

  

 
  

(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 405.32円 １株当たり純資産額 409.11円

１株当たり当期純損失(△) △19.24円 １株当たり当期純利益 6.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

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)

当期純利益または当期純損失(△)（千円） △65,760 23,089

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または当期純損失(△)
（千円）

△65,760 23,089

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,418 3,418

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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該当事項はありません。 

取締役     杉山 嘉則    （現 株式会社麻生建設コンサルティング事業部部長） 

常勤監査役   福原 章介 

非常勤監査役  松本 敏男  （現 株式会社麻生シニアアドバイザー） 

※候補者２名は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

常務取締役   宮﨑 武知 

※当社顧問に就任予定であります。 

非常勤監査役  藤本   昭 

  

5. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成21年６月25日付予定）

1.新任取締役候補

2.新任監査役候補

3.退任予定取締役

4.退任予定監査役
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（単位：千円、％）

 
  

（単位：千円、％）

 
  

（単位：千円、％）

 
  

  

(2) その他

①受注高

       期 別
前事業年度 当事業年度

比較増減

（
自 平成19年４月１日

）（
自 平成20年４月１日

）
（△印は減）

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

 部門 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 2,265,933 61.6 2,522,909 66.9 256,975 11.3

地盤改良工事 1,170,770 31.8 1,059,307 28.1 △111,463 △9.5

補修工事 235,816 6.4 174,708 4.6 △61,107 △25.9

その他工事 8,825 0.2 15,667 0.4 6,841 77.5

合計 3,681,345 100.0 3,772,591 100.0 91,246 2.5

②完成工事高

       期 別
前事業年度 当事業年度

比較増減

（
自 平成19年４月１日

）（
自 平成20年４月１日

）
（△印は減）

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

 部門 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 2,204,933 62.6 1,991,209 56.8 △213,724 △9.7

地盤改良工事 1,038,370 29.5 1,320,707 37.6 282,336 27.2

補修工事 276,716 7.8 174,708 5.0 △102,007 △36.9

その他工事 3,825 0.1 20,667 0.6 16,841 440.2

合計 3,523,845 100.0 3,507,291 100.0 △16,553 △0.5

③繰越工事高

       期 別
前事業年度 当事業年度

比較増減

（
自 平成19年４月１日

）（
自 平成20年４月１日

）
（△印は減）

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

 部門 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 224,750 40.6 756,450 92.3 531,700 236.6

地盤改良工事 324,400 58.5 63,000 7.7 △261,400 △80.6

補修工事 ― ― ― ― ― ―

その他工事 5,000 0.9 ― ― △5,000 ―

合計 554,150 100.0 819,450 100.0 265,300 47.9
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