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1.  21年7月期の業績（平成20年8月1日～平成21年7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7月期 2,755 9.5 △337 ― △319 ― △497 ―
20年7月期 2,516 △32.1 △140 ― △107 ― △199 ―

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7月期 △6.42 ― △24.9 △9.5 △12.2
20年7月期 △2.57 ― △8.5 △3.0 △5.6

（参考） 持分法投資損益 21年7月期  ―百万円 20年7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7月期 3,260 1,758 53.9 22.70
20年7月期 3,471 2,238 64.5 28.89

（参考） 自己資本   21年7月期  1,758百万円 20年7月期  2,238百万円

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7月期 718 68 △13 1,454
20年7月期 △534 △191 △66 682

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年7月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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

1,400 △10.4 △90 ― △96 ― △98 ― △1.26

通期 3,500 27.0 15 ― 10 ― 6 ― 0.09
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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） 

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7月期 77,527,498株 20年7月期 77,527,498株
② 期末自己株式数 21年7月期  39,055株 20年7月期  38,896株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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
要因にかかわる本資料発表時現在における仮定を前提としており、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定等については、3ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 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を起因とした世界金融市場の混乱による世界経

済の減速が背景となり、輸出産業を中心に雇用情勢や企業収益は非常に厳しい状況となりました。一部景気の指標が

改善傾向にあるものの景気回復は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 建設業界におきましては、原油高による原材料価格は一段落したものの長年の公共投資削減、民間設備投資の減

速、一層の落札価格の低価格化は引き続いており、経営環境は一層厳しい局面を迎えております。 

 このような状況の中で、当社におきましては、当事業年度は「新中期経営計画」の最終年度にあたり、安定した収

益構造の確立、質重視の受注、民間工事受注への注力を推し進めてまいりました。具体的には本業の上・下水道工事

の施工におきましては、個別現場ごとの徹底した施工会議の実施により、作業効率・収益力の向上を図り、更には新

工法の開発等を推し進めてまいりました。また、当社が独自開発いたしましたＯＬＹ機材等の一層の拡販を推進する

とともに、不動産開発部門におきましては、引き続き販売用不動産の販売を促進いたしました。  

 その結果、当事業年度の業績につきましては、受注高36億11百万円（前年同期比60.0％増）、売上高27億55百万円

（前年同期比9.5％増）となりました。 

 営業損益面につきましては、引き続き原価低減及び経費削減に取り組みましたが、資材等の高騰分や建設工事の工

事着工の遅れによる経費負担、不動産市況の悪化による販売用不動産の売却利益の低下等により、3億37百万円の営

業損失となりました。 

 経常損益面につきましては、営業外収益により3億19百万円の経常損失となりました。当期純損益につきまして

は、未経過リース債務戻入22百万円等を計上いたしましたが、内部統制制度適用の初年度にあたり、より一層、固定

資産、たな卸資産、売掛債権及び貸付債権の評価の厳格化を図り、減損損失90百万円、貸倒引当金繰入額61百万円を

計上したことにより、4億97百万円の当期純損失となりました。 

(建設事業) 

 建設事業におきましては、依然として発注量の減少、落札価額の低価格化が引き続いておりますが、元請受注に注

力し、受注高28億44百万円（前年同期比51.6％増）、売上高19億78百万円（前年同期比7.1％減）、完成工事総利益

51百万円となりました。 

(不動産事業等) 

 不動産事業等におきましては、ＯＬＹ機材の拡販と販売用不動産の早期売却に努め、受注高7億66百万円（前年同

期比101.5％増）、売上高7億66百万円（前年同期比99.2％増）、不動産事業等総利益は△0.5百万円となりました。 

(その他) 

 その他事業におきましては、投資事業において売上高9百万円(前期同期比215.5％増)、その他総利益9百万円とな

りました。 

(次期の見通し) 

 今後のわが国経済は、景気浮揚策や金融安定化策等の施策の実施は期待はできるものの、一方では、依然として雇

用悪化や景気の不透明感は引き続いており、先行き予断を許さない状況であります。 

 建設業界におきましては、公共投資の縮減等により熾烈な受注競争が繰り広げられ、経営環境は極めて厳しい状況

が続くものと思われます。 

 こうした中、当社は本業である上・下水道工事施工の効率化を図るとともに受注の拡大を目指し、ここ数年新技術

の取得と新工法の開発を進めてまいりました。新技術の導入におきましては、防爆型シールド工法やスーパーウエル

ポイント・ケーソン工法を採用し工事の効率化と安全性を両立させ、また、当社が開発した新工法として、水道管敷

設時のパイプ・イン・パイプ工法の特許申請を行いました。今後は、積極的にこれら技術の優位性を活用し、受注活

動を強力に展開してまいります。また、不動産事業等におきましては、当社が独自開発したＯＬＹ機材の一層の普及

に向け、他企業に対し拡販を推進してまいります。 

 次期の業績につきましては、直近の経済情勢を踏まえ、受注高3,800百万円（うち建設事業3,150百万円）、売上高

3,500百万円（うち建設事業2,800百万円）、営業利益15百万円、経常利益10百万円、当期純利益6百万円を目指し、

全社一丸となって収益力の向上に向け全力を尽くしてまいります。 
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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 

 当事業年度末資産につきましては32億60百万円となり、前期比2億11百万円の減少となりました。流動資産は23億

27百万円と前期比30百万円の減少となりました。主な要因は、現金預金7億72百万円の増加、完成工事未収入金2億97

百万円の減少、販売用不動産4億64百万円の減少によるものであります。固定資産につきましては、9億32百万円と前

期比1億81百万円の減少となりました。主な要因は、減価償却費及び減損損失等計上において有形固定資産及び無形

固定資産が1億22百万円の減少、投資等において58百万円の減少等によるものであります。 

 負債につきましては、15億1百万円となり、前期比2億68百万円の増加となりました。主な要因は、未成工事受入金

4億92百万円の増加、工事未払金1億50百万円の減少、預り金46百万円の減少等によるものであります。 

 純資産につきましては、17億58百万円となり、前期比4億80百万円の減少となりました。主な要因は、繰越利益剰

余金4億97百万円の減少、有価証券評価差額金17百万円の増加等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、販売用不動産等のたな卸資産の減少、未成

工事受入金の増加等の一方、仕入債務の減少、その他の流動負債の減少等により一部相殺されたものの、前事業年度

末に比べ7億72百万円増加し、当事業年度末は14億54百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は7億18百万円（前年同期は5億34百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期

純損失が4億94百万円となったものの、たな卸資産の4億46百万円の減少、未成工事受入金4億92百万円の増加、売上

債権3億4百万円の減少等があったことによるものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得た資金は、68百万円(前年同期は1億91百万円の使用)となりました。これは主に、貸付金の回収

91百万円、保険積立金の解約による収入6百万円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13百万円（前年同期は66百万円の使用）となりました。これは長短借入金の返済に

よる支出13百万円であります。 

 （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 

 営業キャッシュ・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。 

 ※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・フローを利用しております。

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。 

  平成18年7月期 平成19年7月期 平成20年7月期 平成21年7月期

 自己資本比率（％） 64.5 64.6 64.5 53.9 

 時価ベースの自己資本率（％） 91.2 59.2 49.1 45.2 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 13.7  4.1  － 1.0 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 11.5 － 43.3 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付け、安定した配当を継続的に行うことを基

本方針としております。しかしながら、平成13年7月期以降、建設業界の厳しい経営環境の下、売上、利益共に大幅

な減少を余儀なくされ、誠に遺憾ではありますが、無配の状況に至っております。  

 当事業年度は、新中期経営計画「ニューチャレンジ2007～2009(平成19年7月期～平成21年7月期)」の最終年度にあ

たりますが、３年度目の計画に対しては、売上高、営業利益、経常利益ともに計画を大幅に下回り、当期純利益も計

画未達となり当期純損失4億97百万円となりました。従いまして、まことに遺憾ではありますが当期においても無配

とさせていただきます。 

 次期及び今後の見通しとしましては、年度計画数値を着実に達成し、一日も早く安定した経営基盤を確立させ、内

部留保金につきましては、経営環境の変化に対応できるよう株主資本の充実を図り、将来の事業展開に備えたいと考

えております。 

 皆様の信頼にお応えすべく、全社一丸となって業績向上に傾注し、早期復配体制を確立し、株主重視の経営を取り

戻したいと考えております。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に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。文中

の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 

 ①建設業を取り巻く環境の変化によるリスク 

 1）公共工事、民間建設投資が予想以上に削減された場合、受注量が減少し、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 2）公共工事における低価格入札の横行により工事参入機会が減少し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②資機材の調達におけるリスク 

  原材料の価格が高騰した際、それを請負金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 ③取引先に関するリスク 

  請負契約先の業績悪化により、工事代金の回収の遅延や貸倒れにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④瑕疵の発生によるリスク 

  品質管理には万全を期しておりますが、多額の瑕疵担保責任及び製造物責任による損害賠償が発生した場合は、

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤労働災害のリスク 

  安全を最優先して工事施工を行っておりますが、予期しない重大な労働災害が発生した場合には、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 ⑥金利上昇によるリスク 

  大幅な金利の引き上げが行われた場合には、金融収支の悪化により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦保有資産の時価の下落 

  保有する有価証券や不動産等の時価が下落した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ⑧法的規制によるリスク 

    当社事業は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、労働安全衛生法等による法的規制を受けております 

    が、これらの法律の改廃、法的規制の新設、適用基準の変更等がなされた場合には、業績に影響を及ぼす可能性

    があります。 
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２．企業集団の状況 

 直近の有価証券報告書（平成20年10月28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いたします。 

３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「建設業を通して人と社会に大きく貢献していくこと」を基本理念とし、「人と地球に優しい、クリーン

な環境を未来へ」を基本テーマに、高収益体質企業を目標に社会とともに発展していくことを目指しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社は上・下水道工事のプロフェッショナルとして、社会資本の整備に貢献するとともに、収益力を一層強化し、

企業価値を高めてまいります。 

  目標  売上高営業利益率  ３％ 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の所属する建設業界は、昨今の政治的動静の不透明感等の影響もあり、ここ数年にわたり、冷え込んだ業界の

再生には、なお時間を要するものと思われ、厳しい経営環境は、当分の間続いていくものと予想されます。 

 当社は創業以来、上・下水道工事の専門業者として、上・下水道の施工を行い、技術に裏打ちされた施工実績によ

り、顧客各層より高い評価を得てまいりました。 

  工事施工時の安全対策につきましても、万全なる体制を組み、6年2ヵ月に亘り無事故施工170万時間を達成し、ま

た、東京都下水道局からは、優良施工業者としての表彰（平成21年度）を受ける等、顧客満足度の高い水準で施工実

績を積み上げてまいりました。 

  当社は、今後、更なる発展を目指すため、技術面、人材面、財務面に関して、次の戦略を推し進めてゆく所存であ

ります。 

  ① 技術集団としての取組み 

    当社は、40年余りに及び、上・下水道工事の専業業者として、施工を行う中から現場で真に求められる技術を

  生み出してまいりました。 

    今後も顧客からのニーズにいち早く対応するため、作業効率、原価削減等に反映できる技術を全社一丸とな 

  り、数多く開発していく方針であります。 

  ② 次代を担う人材の育成 

    激変する業界環境の中で、この変化に対応していくためには、次代を担う経営者、管理者は新しい感覚、進取

  の精神が求められ、これに合致する人材を育成するため、実践的な人事制度を確立し、社内の活性化に向け取 

  り組んでまいります。 

  ③ 財務体質の強化 

    従来より指向してまいりました有利子負債の削減等につきましては、相応の成果をあげてまいりましたが、更

  にもう一歩踏み出し、資産内容の見直し、安定した資金の導入を確保するため、資金調達力の強化等を行い、計

  画的かつ戦略的に財務管理を進めていく方針であります。 
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新中期経営計画推移状況（19/7期～21/7期） 

 （当初計画）                                              （単位 百万円）

  

(4）会社の対処すべき課題 

 建設業界を取り巻く環境は、非常に厳しい状況にあることから、当社といたしましては、当面、良質な受注を確

保し、従来にも増して収益性を重視した施工体制をもとに業務を推進してまいります。 

 技術面に関しましては、現在施工中の新技術である、スーパーウェルポイント・ケーソン工法の施工を早期に完

了し、その実績を新技術による施工実績として登録いたします。 

 また、パイプ・イン・パイプ工法（当社が開発した新技術、特許出願中）についても、現在２箇所の現場で施工

しており、これも新工法による実績として確立いたします。 

 これらの新技術に基づく工法をもとに、受注に際しての当社の優位性を確立し、業者間における差別化を推し進

めてまいります。 

 現在の建設関連の市況において、企業は、価格競争の激化に対する競争力や収益力の強化が強く求められており

ます。この状況に対応すべく、当社は、技術の集積により競争力を高めていくと同時に、社内的には、コンプライ

アンス体制を重視し、実効性のある内部統制システムが機能的に発揮でき得る体制の確立を推進してまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

項  目  第1年度(19/7期） 第2年度(20/7期）     最終年度(21/7期) 

  (計 画)  (実 績) (計 画) (実 績) (計 画)  (実 績) 

 受注高 4,000 2,885 5,000 2,257 6,000 3,611 

 売上高 3,900 3,708 4,800 2,516 5,800 2,755 

 売上総利益 500 479 620 246 750 60 

 一般管理費 400 372 420 387 450 398 

 営業利益 100 107 200 △140 300 △337 

  
 営業外 

 収益 
10 15 10 56 10 50 

  
 営業外 

 費用 
30 26 40 23 40 31 

経常利益  80 96 170 △107 270 △319 

 当期純利益 78 △1 170 △199 270 △497 
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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７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 682,084 1,454,927

受取手形 10,283 671

完成工事未収入金 549,957 252,374

未成工事支出金 51,981 130,769

不動産事業等支出金 199,835 168,250

販売用不動産 673,498 157,145

営業投資有価証券 52,946 37,582

短期貸付金 80,109 15,000

前払費用 8,397 9,669

立替金 78,115 107,178

その他 6,381 6,561

貸倒引当金 △36,266 △12,827

流動資産合計 2,357,326 2,327,303

固定資産   

有形固定資産   

建物 923,775 839,774

減価償却累計額 △562,615 △585,138

建物（純額） ※1  361,158 ※1  254,635

構築物 107,361 105,918

減価償却累計額 △98,660 △100,455

構築物（純額） 8,701 5,462

機械及び装置 113,466 53,367

減価償却累計額 △107,425 △50,768

機械及び装置（純額） 6,041 2,598

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 △6,390 △6,462

車両運搬具（純額） 270 199

工具器具・備品 61,369 61,369

減価償却累計額 △57,619 △58,859

工具器具・備品（純額） 3,750 2,509

土地 ※1  408,577 ※1  404,227

有形固定資産計 788,500 669,632

無形固定資産 3,615 －

投資その他の資産   

長期貸付金 187,808 203,008

従業員に対する長期貸付金 37,924 32,414

破産債権、更生債権等 37,330 1,935

会員権 30,050 －

保険積立金 ※1  106,461 ※1  101,004

固定化営業債権 578,640 254,732

その他 29,070 34,406

貸倒引当金 △685,251 △364,168

投資その他の資産計 322,034 263,333

固定資産合計 1,114,150 932,965

資産合計 3,471,477 3,260,268
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 265,597 114,887

短期借入金 366,650 ※1  683,963

未払金 37,011 3,968

未払費用 34,407 50,828

未払法人税等 5,378 6,432

未払消費税等 1,686 20,312

賞与引当金 11,379 13,488

未成工事受入金 － 492,388

預り金 130,155 83,228

その他 22,140 2,192

流動負債合計 874,405 1,471,689

固定負債   

長期借入金 ※1  330,863 －

退職給付引当金 11,298 13,493

長期預り保証金 16,217 16,424

固定負債合計 358,379 29,918

負債合計 1,232,784 1,501,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,758,495 1,758,495

資本剰余金   

資本準備金 752,254 752,254

資本剰余金合計 752,254 752,254

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △201,180 △698,779

利益剰余金合計 △201,180 △698,779

自己株式 △56,479 △56,481

株主資本合計 2,253,090 1,755,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,397 3,171

評価・換算差額等合計 △14,397 3,171

純資産合計 2,238,692 1,758,660

負債純資産合計 3,471,477 3,260,268
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高   

完成工事高 2,128,760 1,978,432

不動産事業等売上高 384,994 766,970

その他の売上高 3,078 9,710

売上高合計 2,516,833 2,755,113

売上原価   

完成工事原価 1,923,918 1,926,887

不動産事業等売上原価 346,074 767,559

売上原価合計 2,269,992 2,694,447

売上総利益   

完成工事総利益 204,842 51,544

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

38,919 △588

その他の売上総利益 3,078 9,710

売上総利益合計 246,840 60,665

販売費及び一般管理費   

役員報酬 85,017 81,436

従業員給料手当 94,188 91,846

退職給付費用 2,618 3,542

賞与引当金繰入額 2,945 3,155

法定福利費 17,296 17,584

福利厚生費 10,299 12,160

修繕維持費 1,681 1,854

事務用品費 3,538 3,976

通信交通費 16,983 16,381

動力用水光熱費 3,221 3,856

貸倒引当金繰入額 － 2,677

交際費 6,314 10,476

減価償却費 21,305 18,023

開発費償却 4,331 －

租税公課 16,777 11,414

保険料 11,031 17,645

雑費 89,770 101,983

販売費及び一般管理費合計 387,320 398,017

営業損失（△） △140,480 △337,351

営業外収益   

受取利息 16,579 3,888

受取配当金 701 367

不動産賃貸料 26,924 27,485

雑収入 12,045 18,261

営業外収益合計 56,250 50,003
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業外費用   

支払利息 21,617 20,162

雑支出 1,733 11,592

営業外費用合計 23,350 31,755

経常損失（△） △107,579 △319,103

特別利益   

過年度支払利息戻入 5,325 －

過年度補償和解金 3,900 －

未経過リース債務戻入 － 22,832

その他 7,922 －

特別利益合計 17,148 22,832

特別損失   

貸倒引当金繰入額 29,106 61,474

減損損失 － ※2  90,635

たな卸資産評価損 55,165 －

固定資産売却損 ※1  3,420 ※1  1,750

営業投資有価証券評価損 3,554 36,164

その他 14,275 8,007

特別損失合計 105,523 198,033

税引前当期純損失（△） △195,953 △494,304

法人税、住民税及び事業税 3,240 3,294

当期純損失（△） △199,193 △497,598
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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８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,758,495 1,758,495

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,758,495 1,758,495

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 752,254 752,254

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 752,254 752,254

資本剰余金合計   

前期末残高 752,254 752,254

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 752,254 752,254

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,986 △201,180

当期変動額   

当期純損失（△） △199,193 △497,598

当期変動額合計 △199,193 △497,598

当期末残高 △201,180 △698,779

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,986 △201,180

当期変動額   

当期純損失（△） △199,193 △497,598

当期変動額合計 △199,193 △497,598

当期末残高 △201,180 △698,779

自己株式   

前期末残高 △56,479 △56,479

当期変動額   

当期変動額合計 － △2

当期末残高 △56,479 △56,481

株主資本合計   

前期末残高 2,452,283 2,253,090

当期変動額   

当期純損失（△） △199,193 △497,598

自己株式の取得 － △2

当期変動額合計 △199,193 △497,601

当期末残高 2,253,090 1,755,488
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７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 4,198 △14,397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,595 17,568

当期変動額合計 △18,595 17,568

当期末残高 △14,397 3,171

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,198 △14,397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,595 17,568

当期変動額合計 △18,595 17,568

当期末残高 △14,397 3,171

純資産合計   

前期末残高 2,456,482 2,238,692

当期変動額   

当期純損失（△） △199,193 △497,598

自己株式の取得 － △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,595 17,568

当期変動額合計 △217,789 △480,032

当期末残高 2,238,692 1,758,660
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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８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △195,953 △494,304

減価償却費 31,679 28,486

開発費償却 4,331 －

減損損失 － 90,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,107 65,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,756 2,195

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,576 2,109

受取利息及び受取配当金 △17,280 △4,255

支払利息 21,617 20,162

未経過リース債務戻入 － △22,832

固定資産売却損益（△は益） 3,420 1,750

たな卸資産評価損 55,165 －

営業投資有価証券評価損 3,554 36,164

売上債権の増減額（△は増加） 197,268 304,827

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △31,379 △1,039

たな卸資産の増減額（△は増加） △589,462 446,317

仕入債務の増減額（△は減少） 165,813 △170,156

未成工事受入金の増減額（△は減少） △285,600 492,388

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

4,652 △1,297

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,645 18,626

破産更生債権等の増減額（△は増加） △2,992 607

その他 93,144 △83,113

小計 △525,935 732,464

利息及び配当金の受取額 17,280 4,255

利息の支払額 △16,791 △16,571

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △8,876 △2,080

営業活動によるキャッシュ・フロー △534,323 718,067

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 △1,482 －

有形固定資産の売却による収入 1,480 300

貸付けによる支出 △408,000 △32,800

貸付金の回収による収入 217,525 91,609

保険積立金の積立による支出 △1,839 △1,084

保険積立金の解約による収入 － 6,541

その他 1,177 3,759

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,138 68,326

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） △8,250 △9,050

長期借入金の返済による支出 △58,682 △4,500

自己株式の取得による支出 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,932 △13,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △792,393 772,842

現金及び現金同等物の期首残高 1,474,478 ※1  682,084

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  682,084 ※1  1,454,927
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完成工事原価報告書 

 （注） 原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

不動産事業等売上原価報告書 

  

    
第42期 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

材料費   381,779 19.8 286,801 14.9 

労務費   193,148 10.0 157,910 8.2 

外注費   857,546 44.6 981,588 50.9 

（うち労務外注費）   (857,546) (44.6) (981,588) (50.9) 

経費   491,443 25.6 500,588 26.0 

（うち人件費）   (246,341) (12.8) (260,060) (13.5) 

 計   1,923,918 100.0 1,926,887 100.0 

            

    
第42期 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

土地・建物代   133,000 38.4 539,300 70.3 

経費   213,074 61.6 228,259 29.7 

計   346,074 100.0 767,559 100.0 

            

-15-

㈱大盛工業（1844）　平成21年7月期決算短信（非連結）



継続企業の前提に関する注記 

 前事業年度（自平成19年8月1日 至平成20年7月31日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成20年8月1日 至平成21年7月31日） 

  該当事項はありません。 

-16-

㈱大盛工業（1844）　平成21年7月期決算短信（非連結）



重要な会計方針 

項目 
第42期 

（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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

算定しております。） 

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 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

   (貸借対照表価額は収益性の低下に基

   づく簿価切下げの方法により算定） 

  不動産事業等支出金 

個別法による原価法 

 不動産事業等支出金 

    個別法による原価法 

   (貸借対照表価額は収益性の低下に基

   づく簿価切下げの方法により算定） 

  販売用不動産 

個別法による原価法 

販売用不動産 

個別法による原価法 

   (貸借対照表価額は収益性の低下に基

   づく簿価切下げの方法により算定） 

   （会計方針の変更） 

    当事業年度より「たな卸資産の評価

   に関する会計基準」（企業会計基準第

   9号平成18年7月5日公表分）を適用し 

   ております。 

    なお、当該変更に伴う損益に与える

   影響はありません。 
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項目 
第42期 

（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

但し、茨城工場及び平成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 

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 ７年～50年 

機械装置及び車両運搬具 

２年～13年 

 (追加情報) 

  当事業年度から平成19年3月31日以前に

 取得したものについては、償却可能限度

 額まで償却が終了した翌年から、残存簿 

 価を5年間で均等償却する方法に変更して

 おります。 

  なお、当該変更に伴う損益は軽微であ 

 ります。 

(1）有形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

             ────  

  (2）無形固定資産 

定額法 

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)に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  

  

  

（3）リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リース取 

 引に係るリース資産   

  リース期間を耐用年数とし、残存価額 

  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．繰延資産の処理方法  開発費は、５年間で均等償却しており 

ます。 

             ────  
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項目 
第42期 

（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

５．引当金の計上基準 (1)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、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

翌事業年度における支給見込額のうち

当事業年度負担分を計上しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務を計

上しております。なお、退職給付引当

金の対象従業員が300名未満でありま

すので、簡便法によっており、退職給

付債務の金額は当事業年度末自己都合

要支給額(適格退職年金制度により支

給される部分を除く)としておりま

す。 

(2)賞与引当金 

 同左 

  

  

  

(3)退職給付引当金 

 同左 

６．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

っておりますが、長期請負工事「工期１

年以上、かつ請負金額１億円以上」につ

いては、工事進行基準を適用しておりま

す。 

完成工事高の計上は、工事完成基準によ

っておりますが、長期請負工事「工期１

年以上、かつ請負金額１億円以上」につ

いては、工事進行基準を適用しておりま

す。 

   なお、工事進行基準による計上額は、  なお、工事進行基準による計上額は、 

  完成工事高     1,874,829千円 

完成工事原価 1,633,719千円 

完成工事高       1,892,546千円 

完成工事原価 1,771,486千円 

  であります。 であります。 

７．リース取引の処理方法 リース取引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。 

なお、リースにより使用している重要

な固定資産のうち、事業に供していない

一部の機械装置、器具備品については、

未経過リース料の期首残高相当額をリー

ス資産除却損として損失処理し、翌期以

降の支払に対応する未経過リース債務を

負債に計上しております。 

             ────  

８．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ヵ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 

９．消費税等に相当する額の

会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

    同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

第42期 
（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

                    ────  重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（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。  

 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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

第42期 
（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

 (貸借対照表関係) 

1.「短期貸付金」は、前期において流動資産の「そ

の他流動資産」に含めて表示しておりましたが、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、前期の「短期貸付金」は、30,832千円

であります。 

２.前期より「販売用不動産」として計上しておりま

した土地32,244千円は、今期末に保有目的を販売目

的より賃貸目的に変更したために、今期末に有形固

定資産の「土地」に振替えております。 

３.「預り金」は、前期において流動負債の「その他

流動負債」に含めて表示しておりましたが、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、前期の「預り金」は、6,047千円でありま

す。   

 (損益計算書関係) 

「賃貸収入」は、前期において営業外収益の「雑収

入」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため、区分掲記しております。なお、前期

の「賃貸収入」は、1,658千円であります。 

 (貸借対照表関係) 

 「会員権」は前期において区分掲記しておりまし

たが、金額の重要性がなくなったため、当期から

「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示し

ております。 

 なお、当期の「会員権」は、8,400千円でありま

す。  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (損益計算書関係) 

                    ────  
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

第42期 
（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

建物   262,433千円

土地          155,952 

保険積立金         54,237 

計 472,622 

建物 176,501千円

土地          155,952 

保険積立金         24,838 

計 357,292 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 上記に対応する債務は次のとおりであります。 

長期借入金     176,855千円 短期借入金    176,855千円

（１年以内に返済する予定の長期借入金）  

  なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契

約に対する質権の設定分であります。 

  なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契

約に対する質権の設定分であります。 

第42期 
（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年7月31日） 

第43期 
（自 平成20年8月 1日 
至 平成21年7月31日） 

※１. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

    機械装置         3,420千円  

※２．                ────  

※１. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

    機械装置         1,750千円   

 ※２. 減損損失 

     当事業年度において、当社は以下の資産グループ 

    について減損損失を計上しました。   

   当社は、原則として、事業用資産については管理会計

  上の損益区分を基準としてグルーピングを行っておりま

  す。また遊休資産土地及び本社等については独立したキ

  ャッシュ・フローを生み出さないことから、各々遊休資

  産及び共用資産としてグルーピングをしております。 

   当社は、営業活動から生じる損益が継続的にマイナス

  の事業について減損の兆候を共用資産及び遊休資産を含

  むより大きな単位グループごとに検討し、帳簿価額を回

  収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

  別損失に計上いたしております。 

   なお、当社の回収可能価額は、正味売却価額で測定し

  ております。 

場所 用途 種類 減損損失 

本社（東京都 

葛飾区） 

共用資産

（本社等） 
建物、構築物 86,285千円

遊休資産 

(栃木県日光市) 
遊休資産 土地  4,350千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

 前事業年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 （１）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （２）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 （３）配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

 （１）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

 （２）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 （３）配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 
前期末株式数

（株） 
当期増加株式数

（株） 
当期減少株式数

（株） 
当期末株式数 

（株） 

発行済株式        

普通株式 77,527,498 － － 77,527,498 

合計 77,527,498 － － 77,527,498 

自己株式        

普通株式 38,896 － － 38,896 

合計 38,896 － － 38,896 

 
前期末株式数

（株） 
当期増加株式数

（株） 
当期減少株式数

（株） 
当期末株式数 

（株） 

発行済株式        

普通株式 77,527,498 － － 77,527,498 

合計 77,527,498 － － 77,527,498 

自己株式        

普通株式 38,896 159 － 39,055 

合計 38,896 159 － 39,055 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

第42期 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７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 

※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７月31日現在） （平成21年７月31日現在） 

現金預金勘定             682,084千円

現金及び現金同等物             682,084 

現金預金勘定        1,454,927千円

現金及び現金同等物           1,454,927 

  
第42期 

（自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日） 

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 

    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。 

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） 

 車両運搬具 4,491 2,170 2,320 

  

 
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） 

 車両運搬具 4,491 3,069 1,422 

２．未経過リース料期

末残高相当額 

 1年内       914千円 

 1年超        1,545千円 

 合 計      2,460千円 

 1年内          961千円 

 1年超          583千円 

 合 計      1,545千円 

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      1,017千円

減価償却費相当額    898千円

支払利息相当額   146千円

支払リース料    1,017千円

減価償却費相当額   898千円

支払利息相当額      102千円

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 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成20年７月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 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．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成19年８月１日 至平成20年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年８月１日 至平成20年７月31日） 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

６．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今後の償還予定額 

   該当事項はありません。 

  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
超えるもの 

      

株 式 3,948 4,862 913 

債 券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

小計 3,948 4,862 913 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

      

株 式 29,607 23,358 △6,248 

債 券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 33,787 24,725 △9,062 

小計 63,395 48,084 △15,310 

合計 67,343 52,946 △14,397 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

22,461 4,181 △1,103 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

非上場の外国債券 － 

(2）その他有価証券 － 

非上場株式 － 

証券投資信託の受益証券 － 
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当事業年度（平成21年７月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 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 

 （注）1．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

    2．その他有価証券で時価のあるものの減損処理については、当事業年度において営業投資有価証券評 

     価損36,164千円を計上しております。 

       なお、減損処理にあたっては、四半期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、 

    「著しく下落した」ものと判断し減損処理を行っております。 

  

３．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  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
超えるもの 

      

株 式 15,986 21,108 5,121 

債 券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 10,300 10,667 367 

小計 26,286 31,775 5,489 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

      

株 式 5,932 5,806 △126 

債 券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

小計 5,932 5,806 △126 

合計 32,218 37,582 5,363 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

60,356 9,867 △157 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

非上場の外国債券 － 

(2）その他有価証券 － 

非上場株式 － 

証券投資信託の受益証券 － 
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６．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今後の償還予定額 

   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８月１日 至平成20年７月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

  該当事項はありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

  該当事項はありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  該当事項はありません。 

-26-

㈱大盛工業（1844）　平成21年7月期決算短信（非連結）



（退職給付関係） 

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、適格退職年金制度及び一時金制度を設けております。  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
第42期 

（平成20年７月31日現在） 

第43期 

（平成21年７月31日現在） 

イ．退職給付債務 △11,298千円 △13,493千円 

ロ．年金資産 － － 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △11,298  △13,493  

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － － 

ホ．未認識数理計算上の差異 － － 

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △11,298     △13,493  

  

第42期 

（自 平成19年８月１日 

至 平成20年７月31日） 

第43期 

（自 平成20年８月１日 

至 平成21年７月31日） 

イ．勤務費用 －  －   

ロ．利息費用 － － 

ハ．期待運用収益 － － 

ニ．会計処理基準変更時差異の費用処理額 － － 

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 － － 

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 － － 

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋

ヘ） 
－ － 

  
第42期 

（平成20年７月31日現在） 

第43期 

（平成21年７月31日現在） 

(1)割引率        －        － 

(2)期待運用収益率        －        － 

(3)退職給付見込額の期間配分方法        －        － 

(4)過去勤務債務の額の処理年数        －        － 

(5)数理計算上の差異の処理年数        －        －  

(6)会計基準変更時差異の処理年数        －        － 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

 
平成17年10月27日 
定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び数 

 当社取締役     ６名 

 当社監査役     ３名 

 当社従業員     44名 

ストック・オプション数  普通株式   2,175,000株 

付与日  平成18年3月30日 

権利確定条件 

付与日(平成18年3月30日)以降、

権利確定日(平成18年11月1日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
  自 平成18年 3月30日 

 至 平成18年10月31日 

権利行使期間 
  自 平成18年11月 1日 

 至 平成24年10月31日 

 
 平成17年10月27日 
定時株主総会決議  

権利確定前      （株）   

前事業年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 2,028,000 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 59,000 

未行使残 1,969,000 

 
 平成17年10月27日 
定時株主総会決議  

権利行使価格      （円） 68 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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当事業年度（自 平成20年8月1日 至 平成21年7月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（注）会社法施行以前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 

 
平成17年10月27日 
定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び数 

 当社取締役     ６名 

 当社監査役     ３名 

 当社従業員     44名 

ストック・オプション数  普通株式   2,175,000株 

付与日  平成18年3月30日 

権利確定条件 

付与日(平成18年3月30日)以降、

権利確定日(平成18年11月1日）ま

で継続して勤務していること。 

対象勤務期間 
  自 平成18年 3月30日 

 至 平成18年10月31日 

権利行使期間 
  自 平成18年11月 1日 

 至 平成24年10月31日 

 
 平成17年10月27日 
定時株主総会決議  

権利確定前      （株）   

前事業年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 1,969,000 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 71,000 

未行使残 1,898,000 

 
 平成17年10月27日 
定時株主総会決議  

権利行使価格      （円） 68 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） （注）   － 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成19年８月１日 至平成20年７月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

該当事項はありません。 

（関連当事者情報） 

前事業年度（自平成19年８月１日 至平成20年７月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 （追加情報） 

   当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関 

  連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用してお 

  ります。 

   なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

第42期 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７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内

訳 

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過 

額 
    284,635千円

不動産事業等支出金評価損 53,910 

賃貸用土地評価損 69,747 

土地減損評価損 101,470 

債権貸倒否認額 302,232 

税務上の繰越欠損金 2,201,048 

その他 130,866 

繰延税金資産小計 3,143,910 

評価性引当額 △3,143,910 

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 － 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 － 

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過 

額 
     153,015千円

販売用不動産評価損 124,204 

減損損失 177,017 

債権貸倒否認額 169,566 

税務上の繰越欠損金 2,026,316 

その他 58,337 

繰延税金資産小計 2,708,458 

評価性引当額 △2,708,458 

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 △2,192 

繰延税金負債合計 △2,192 

繰延税金資産の純額 △2,192 

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 

   当期純損失のため記載を省略しております。 

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 

   当期純損失のため記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成19年８月１日 至平成20年７月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年８月１日 至平成21年７月31日） 

 該当事項はありません。 

５．その他 

   役員の異動 

   平成21年9月14日現在、役員の異動については未定でありますので、決定次第別途お知らせいたします。 

項目 
第42期 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

１株当たり純資産額     28円89銭   22円70銭 

１株当たり当期純損失金額 2円57銭 6円42銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額につきましては、１株当

たり当期純損失であるため記載をして

おりません。 

       同 左 

  

  

  

  
第42期 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

第43期 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純損失（千円） 199,193 497,598 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 199,193 497,598 

期中平均株式数（株） 77,488,602 77,488,534 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成17年10月27日定時株主総

会決議によるストックオプショ

ン（株式の種類及び数、普通株

式1,969千株） 

 平成17年10月27日定時株主総

会決議によるストックオプショ

ン（株式の種類及び数、普通株

式1,898千株） 
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