
平成21年12月期 決算短信 
平成22年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 福田組 上場取引所 東 

コード番号 1899 URL http://www.fkd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 伊東 修之助

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役専務執行役員 （氏名） 梅津 康男 TEL 025-266-9111
定時株主総会開催予定日 平成22年3月26日 配当支払開始予定日 平成22年3月29日

有価証券報告書提出予定日 平成22年3月26日

1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 132,316 △17.7 4,553 ― 3,522 ― △3,009 70.2
20年12月期 160,697 △12.9 △3,340 ― △4,479 ― △10,085 ―

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12月期 △67.40 ― △11.0 2.7 3.4
20年12月期 △225.56 ― △29.0 △3.0 △2.1

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  △402百万円 20年12月期  △31百万円

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12月期 114,341 26,530 22.3 570.01
20年12月期 144,599 32,688 20.3 656.79

（参考） 自己資本  21年12月期  25,449百万円 20年12月期  29,327百万円

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12月期 7,609 △343 △8,098 16,955
20年12月期 △10,667 △15,153 20,023 17,243

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 ― ― ― 3.00 3.00 133 ― 0.5

22年12月期 
（予想）

― ― ― 3.00 3.00 7.1

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

60,000 △14.0 1,300 △31.2 1,000 △35.9 1,000 ― 22.40

通期 120,000 △9.3 2,800 △38.5 2,200 △37.5 1,900 ― 42.55
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 44,940,557株 20年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 21年12月期 292,156株 20年12月期 287,063株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 71,614 △27.9 1,765 ― 1,200 ― 2,603 ―

20年12月期 99,291 △12.4 △3,184 ― △3,778 ― △7,531 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 58.29 ―

20年12月期 △168.40 ―

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12月期 71,208 14,638 20.6 327.76
20年12月期 86,792 12,127 14.0 271.52

（参考） 自己資本 21年12月期  14,638百万円 20年12月期  12,127百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、４ページをご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

34,000 △12.2 450 △60.4 200 △77.1 150 △91.7 3.34

通期 70,000 △2.3 1,000 △43.4 800 △33.3 500 △80.8 11.10

2



(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、急速な景気悪化から漸く一部では回復の兆しが見えたものの、デフレや雇

用情勢の悪化、海外景気失速に対する懸念など、再び景気を下振れさせるリスクも伴っており、依然として厳しい状

況にありました。 

 建設業界におきましても、公共建設投資は政府の補正予算もあり前年度を上回ると思われるものの依然として縮小

傾向であるため、厳しい状況に変わりはありませんでした。また、民間建設投資につきましても、企業の収益回復を

見出せない状況から設備投資の減少に歯止めが掛からず、想定以上の厳しい受注環境を強いられることとなりまし

た。 

 このような情勢のもと、当社は平成21年２月に発表しました「事業構造改革」を着実に実施しております。グルー

プ会社を含めた再編を通じて財務基盤の建て直しと市場環境に対応した事業規模の適正化に向け取り組んでまいりま

した。本業であります建設事業につきましては、総合評価方式への対応力強化や選別受注の徹底を行い、また、ＦＰ

Ｓ（フクダ・プロダクション・システム）による生産性の向上に努めてまいりました。 

 その結果、当期の連結業績は次のとおりとなりました。 

 売上高は、前期比17.7％減の1,323億円余となりましたものの、一方、利益面では、人員規模の適正化や、資材価

格の安定などによる工事採算性の改善等により、売上総利益は前期比22.0％増の127億円余、営業利益は45億円余

（前年同期は営業損失33億円余）、経常利益は35億円余（前年同期は経常損失44億円余）となりました。また、投資

有価証券売却益16億円余を特別利益に計上しましたが、事業構造改革に伴う固定資産の合理化計画に基づき減損損失

42億円余、子会社における従業員特別退職加算金６億円余、販売用不動産評価損11億円余、貸倒引当金７億円余など

を特別損失に計上した結果、当期純損失30億円余（前年同期は当期純損失100億円余）となりました。 

 また、当社単体の業績は次のとおりとなりました。 

 売上高は、予定していた不動産事業関連の引渡が翌期へずれ込んだことや期中受注工事が予想を下回ったため、前

期比27.9％減の716億円余となりました。利益面では、不採算工事が一巡し、採算性を重視した受注活動の結果、当

期の売上総利益は前期比0.5％減の50億円余と前期並みを確保することができました。営業利益段階では、人員削減

のフルイヤーの効果などから、17億円余の利益（前年同期は営業損失31億円余）、また、経常利益は12億円余（前年

同期は経常損失37億円余）の結果であります。さらに、関係会社株式譲渡による売却益36億円余、貸倒引当金戻入益

21億円余を特別利益に計上いたしました一方、固定資産の合理化計画に基づき減損損失17億円余や関係会社株式評価

損10億円などを特別損失に計上した結果、当期純利益は26億円余（前年同期は当期純損失75億円余）となりました。

 当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は以下のとおりであります。 

 ［受注工事］   

 ［完成工事］ 

 なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。 

(建設事業) 

 売上高は前年同期比19.4％減の1,148億円余となり、営業利益は35億円余（前年同期は営業損失30億円余）となり

ました。 

(不動産事業) 

 売上高は前年同期比44.6％増の54億円余となり、営業損失は４千万円余（前年同期は営業損失１千万円余）となり

ました。 

(その他事業) 

 売上高は前年同期比17.1％減の146億円余となり、営業利益は12億円余（前年同期は営業損失５億円余）となりま

した。 

１．経営成績

荏原環境プラント㈱ リサイクルパークあさお整備事業ごみ焼却処理施設建設工事 

㈱共立メンテナンス 草津温泉湯宿「季の宿」新築工事 

東京ガス・エンジニアリング㈱ 静浜幹線建設工事（Ｄ工区）向 土木工事 

国土交通省 仁摩温泉津道路新清水トンネル工事 

イオンモール㈱ イオンモール秋田 活性化（その２）工事 

豊田通商㈱ 上用賀１丁目計画 

首都高速道路㈱ ＳＪ１４工区（３）躯体構築工事 

東日本高速道路㈱ 北海道横断自動車道 下トマムトンネル工事 

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信
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②次期の見通し 

 今後のわが国経済は、政府の景気刺激策が期待されるものの、早急な内需拡大は容易ではなく、一層のデフレ懸念

も払拭されないことから、景気は一進一退で推移するものと予想されます。 

 建設業界におきましては、民間建設投資は、非住宅系分野において回復傾向が明確になるものと期待されますが、

公共建設投資は縮減傾向が継続するものと予想され、引き続き厳しい受注環境が続くものと思われます。 

 これらの情勢を勘案して、通期（平成２２年１２月期）の連結業績につきましては、売上高1,200億円、営業利益

28億円、経常利益22億円、当期純利益19億円を見込んでおります。 

 また、当社単独の業績につきましては、受注高700億円、売上高700百万円、営業利益10億円、経常利益８億円、

当期純利益５億円の見込みであります。 

(2）財政状態に関する分析 

 キャッシュ・フローにつきましては、工事及び不動産収支において回収が進み収入超過となったため営業活動によ

るキャッシュ・フローが76億円余のプラスとなり、また必要な有形固定資産の取得や子会社の増資引き受けにより投

資活動によるキャッシュ・フローは３億円余のマイナスとなっております。また建設事業の必要資金を確保するとと

もに、一部を借入金等の返済に充当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは80億円余のマイナス、有利子負

債は、前期末に比べ実質80億円余の減少となりました。 

 また、第四銀行及びみずほ銀行をアレンジャーとして、８の金融機関と期間１年の協調融資枠（シンジケート方式

によるコミットメントライン）を100億円で更新設定しております。機動的な資金調達を確保し、資金効率を高め、

有利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。 

 キャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ①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。 

 ②営業キャッシュ・フロー及び利払いは、それぞれ連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フロー及び利息の支払額を使用しております。 

 ③有利子負債は、連結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すべ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・次期の配当 

 当社は、企業価値の向上と更なる事業展開を進めるとともに、健全なグループ経営基盤を維持するため、内部留保

の充実を図りながら、経営環境やグループ業績の動向を総合的に勘案して利益還元に努めていくことを基本方針とし

ております。 

 当期の株主配当金は、今後の建設業界における経営環境の状況を勘案し、将来の財務基盤を確保することも重要と

判断し、一株当たり年３円とさせていただきたいと存じます。 

なお、上記については、会社法４５９条第１項第３号の規定に基づき、平成２２年２月２５日開催の取締役会にて決

議する予定であります。 

 次期の配当につきましては、事業構造改革が途上であり、グループの再編成を継続することから、当期と同様の一

株当たり年３円をご提案させていただきます。 

  平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％）  25.4  20.3  22.3

時価ベースの自己資本比率（％）  10.6  4.9  6.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  2,100.3  －  570.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  3.0  －  9.9

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業を展開していく上で、主要なリスクと考えられ、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。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在に

おいて当社グループが判断し、記載しているものであり、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありま

せん。 

① 建設投資の動向 

 国及び地方公共団体の財政状態の変化により一層、公共建設投資が減少した場合や、国内外の経済情勢の変化に伴

い民間建設投資が縮小した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

② 新規事業の展開 

 当社グループは、建設投資事業分野の変化に対応する施策の一つとして、十分な検討を踏まえたうえで新規事業を

検討していますが、想定外の要因により事業が計画通りに進展しない場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

③ 信用リスク 

 取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となることにより、業績等に影響を及ぼす可能性

があります。 

 また、一定の取引先や関係会社の不動産売買手付金及び借入金債務に対し債務保証を行っているため、万一これら

の取引先等に債務不履行が発生した場合は、保証債務を履行することにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 建設資材の価格変動 

 建設工事のために調達している建設関連資材の大幅な価格変動が生じた場合は、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑤ 金融市場の変動 

 金利水準及び株式市場に大幅な変動が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 労働災害 

 当社グループの売上高の多くは建設事業であり、重大な労働災害を起こした場合は、関係諸官庁から行政処分を受

けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 法的規制等 

 当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法、独占禁止法、

品質確保法、建設リサイクル法、産業廃棄物法等により法的な規制を受けております。これらの法律の改廃や新設、

適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、行政処分を受けることな

どにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 訴訟等 

 係争中の事案や将来の訴訟等において、当社グループの主張や予測と相違する結果となった場合は、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、子会社32社、関連会社９社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業等各事業に関連するサービスを幅広く展開しております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業区

分と事業の種類別セグメントは同一であります。 

 事業の系統図は次のとおりであります。  

 
（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。 

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。 

３．福田アセット＆サービス㈱は、福田不動産㈱が平成２１年７月１日付で商号変更したものであります。  

  

２．企業集団の状況

建設事業 当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他21社、関連会社の北日本建材リース㈱他

７社が建設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。 

不動産事業 当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田アセット＆サービス㈱

他４社、関連会社の㈱高建他１社が不動産事業を行っております。 

その他事業 子会社の福田道路㈱他12社、関連会社の北日本建材リース㈱他７社は建設工事関連資機材の賃貸や製造販

売等を行っており、当社はそれらの会社から建設工事に使用する資機材の仕入や賃借を行っております。

また子会社の㈱デザイン工房は、福祉施設を経営しております。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、建設事業とその関連事業を中心に事業活動を行う企業群を構成しており、「人と自然、社会と共

存できる環境づくり」を基本理念として、お客様の抱く夢やご要望一つひとつにしっかりと向き合い、対応しきるこ

とを使命と考えております。 

 当社単体といたしましては、「わが社は、誠実と創造をもって事にあたり建設を通じ社会に貢献します」を社是と

し、「挑戦する企業体質のもと、人間と環境を大切にし、感動的価値の創造を目指す」ことを経営理念に掲げ、顧

客・株主・取引先・従業員など、ステークホルダーの満足を第一とし、全社一丸となって取り組んでまいりました。

社是・経営理念に掲げる「誠実」と「感動的価値の創造」を競争力の源泉とし、ブラッシュアップし続けていくこと

こそがお客様の信頼を勝ち得ることができ、ひいては競争力を維持する大きな武器になると考えております。 

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 一昨年の世界的な金融危機に端を発した景気後退による経営環境の急激な悪化の影響を受け、当社と当社の主要な

子会社である福田道路株式会社は大幅な赤字を計上し財務体質を悪化させるに至りました。この事実を厳粛に受け止

め、当社及び福田道路株式会社を含む当社グループの整理統廃合を含めた再編を通じ、抜本的な財務基盤の立て直し

を図るとともに、経営環境に対応した「事業規模の適正化」を推進し、本業の競争力を強化するために事業構造改革

を行っております。 

① 財務体質の健全化に向けた取り組み 

当社は金融収縮に備えるため手元流動資金を手厚くしてまいりましたが、財務体質の健全化を図るべく、有利子

負債を圧縮する政策に転換することといたしました。また財務バランスの抜本的な改善を目的として、当社及び当

社グループ会社内において保有する利用効率の低い事業用施設を積極的に売却し、計画的な有利子負債の圧縮を強

力に進めてまいる所存です。 

② 当社のグループ事業 

当社の主要子会社である福田道路株式会社は、経営陣の刷新、人員規模の適正化、選別受注の徹底、事業所の統

廃合、労務・外注コストの徹底的な見直し、不動産事業からの完全撤退などを柱とする施策を実施しました結果、

平成２１年決算において営業黒字を計上できるまでに回復いたしました。 

 上記、福田道路株式会社の不動産事業からの完全撤退は、当社子会社である福田アセット＆サービス株式会社（当

時：福田不動産株式会社）に対して不動産とその関連する有利子負債とを併せて会社分割によって実施いたしまし

た。福田アセット＆サービス株式会社は、承継しました不動産の売却と賃貸率の向上を当初の計画を上回る実績で進

展させており、有利子負債の圧縮が順調になされております。 

 また、当社グループ内での存在意義が現在では薄れてしまっていた会社や当社以外の会社との資本関係強化が当該

会社の成長・発展に優位であると認められる会社との資本関係の解消や赤字会社の整理統廃合を実施することによ

り、経営効率の向上を図っております。 

③ 土木事業 

土木事業の多くを占める公共工事は、長期に渡って縮減傾向にありますが、この傾向は今後とも続くものと認識

しております。公共工事においては、選別受注の徹底や総合評価方式への対応力強化により、受注高及び粗利益率

の改善を図っております。 

また、公共工事の維持更新分野においては、老朽化した橋梁をはじめとするコンクリート構造物の調査・診断・

補修分野に対し、当社グループの総合力を結集して市場の開拓を図ってまいります。 

民間分野においては、汚染土壌対策の総合パッケージ商品の受注実績を生かした企画提案営業やＭＭＢ（マル

チ・ミキシング・バケット）工法（技術審査証明取得済み）による地盤改良分野など、新規市場の開拓を推進いた

します。 

④ 建築事業 

当社の建築事業は、マンション新築分野及び大型ショッピングセンター建築分野が縮小することに備えて、損益

分岐点を引き下げるための対策を実施いたしましたが、当該建築市場の縮小は続いております。一方、建物のリニ

ューアル分野は拡大していることから、当該分野に対する人員を増強し、さらなる受注の拡大に努めてまいりま

す。また、平成２２年４月の「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」施行をうけ、顧客

の抱える省エネに関するニーズに対し「省エネ企画グループ」を設立し提案営業を行ってまいります。 

建築技術開発につきましては、「居ながら既存建物改修技術」をテーマとし、既存建物免震、外壁制震、木造住

宅耐震補強、Negcon（高強度コンクリート）の二次製品商品化、環境系解析技術と省エネ技術を「販売できる技術

商品」とすべく開発を行ってまいります。 

３．経営方針
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⑤ 不動産事業（開発事業） 

当社が得意としてきました不動産の流動化手法を活用した開発事業は、不動産流動化市場からの投資ファンドを

中心とする投下資本の撤退により大きく市場が縮小しております。全国的に不動産市況が低迷し続けている現況下

においては、不動産開発事業の新規物件を行うことはリスクが大きく、新規物件への取り組みについては、出口が

確定されているなどリスクが限定されている案件のみを実施することとし、原則中止いたしました。また既に取り

組み中の案件につきましては、個別にリスクを再検討したうえで、期限と条件を設けて中止・撤退も視野に入れな

がら取り組んでおります。  

⑥ フクダ・プロダクション・システム（ＦＰＳ）の推進強化 

当社は、平成１４年からトヨタ生産システムを原点とするカイゼンを中心としたコスト削減活動「フクダ・プロ

ダクション・システム（ＦＰＳ）」に注力しております。現場における材工分離と標準的作業の仕組みを順次拡大

し、工期の短縮やコスト削減・安定的な品質の確保など一定の成果を得ており、お客様から高い評価をいただいて

おります。 

昨年度からは現場の施工改善だけでなく、社員のワークライフバランスを確立することを目的としたカイゼン活

動「FPS－PLUS」を開始いたしました。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 17,434 17,167

受取手形・完成工事未収入金等 47,240 35,531

有価証券 20 20

販売用不動産 5,450 3,744

未成工事支出金 15,585 10,934

不動産事業支出金 8,136 6,635

繰延税金資産 647 －

その他 8,256 4,456

貸倒引当金 △5,532 △4,079

流動資産合計 97,241 74,410

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 25,261 22,714

機械、運搬具及び工具器具備品 15,479 13,039

土地 19,419 17,755

建設仮勘定 17 －

その他 － 63

減価償却累計額 △28,173 △25,208

有形固定資産計 32,004 28,363

無形固定資産   

その他 1,793 998

無形固定資産計 1,793 998

投資その他の資産   

投資有価証券 9,524 8,271

長期貸付金 1,529 879

破産債権、更生債権等 1,363 1,011

貸倒引当金 △1,336 △986

破産更生債権等（純額） 27 25

繰延税金資産 515 270

その他 2,297 1,860

貸倒引当金 △333 △739

投資その他の資産計 13,560 10,569

固定資産合計 47,357 39,931

資産合計 144,599 114,341
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,426 21,043

短期借入金 44,787 41,799

未払法人税等 197 451

繰延税金負債 12 －

未成工事受入金 9,013 11,251

賞与引当金 88 100

修繕引当金 1 5

完成工事補償引当金 137 111

工事損失引当金 198 179

偶発損失引当金 47 －

賠償損失引当金 170 －

その他 3,331 3,787

流動負債合計 97,412 78,729

固定負債   

長期借入金 6,058 1,517

繰延税金負債 167 119

再評価に係る繰延税金負債 1,949 1,702

退職給付引当金 3,551 2,696

役員退職慰労引当金 342 114

債務保証損失引当金 116 －

負ののれん 91 924

その他 2,220 2,007

固定負債合計 14,498 9,081

負債合計 111,911 87,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 20,644 15,526

自己株式 △115 △115

株主資本合計 31,684 26,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113 △51

土地再評価差額金 △2,470 △1,064

評価・換算差額等合計 △2,356 △1,115

少数株主持分 3,360 1,081

純資産合計 32,688 26,530

負債純資産合計 144,599 114,341
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

完成工事高 142,180 114,614

不動産事業売上高 3,640 5,332

その他の事業売上高 14,875 12,369

売上高合計 160,697 132,316

売上原価   

完成工事原価 134,204 104,432

不動産事業売上原価 2,752 4,854

その他の事業原価 13,327 10,325

売上原価合計 150,285 119,612

売上総利益   

完成工事総利益 7,976 10,182

不動産事業総利益 887 477

その他の事業総利益 1,547 2,043

売上総利益合計 10,412 12,703

販売費及び一般管理費 13,752 8,150

営業利益又は営業損失（△） △3,340 4,553

営業外収益   

受取利息 173 99

受取配当金 61 55

負ののれん償却額 26 176

雑収入 467 275

営業外収益合計 728 606

営業外費用   

支払利息 888 839

貸倒引当金繰入額 357 －

持分法による投資損失 31 402

雑支出 590 395

営業外費用合計 1,868 1,637

経常利益又は経常損失（△） △4,479 3,522

特別利益   

投資有価証券売却益 7,294 1,605

固定資産売却益 309 264

貸倒引当金戻入額 － 347

その他 416 707

特別利益合計 8,020 2,925
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

前期損益修正損 8 25

固定資産売却損 53 101

固定資産除却損 348 128

投資有価証券評価損 187 194

販売用不動産評価損 1,140 1,111

減損損失 2,007 4,252

のれん一時償却額 3,265 －

退職特別加算金 1,927 699

匿名組合出資評価損 1,875 －

貸倒引当金繰入額 96 731

過年度役員退職慰労引当金繰入額 291 －

債務保証損失引当金繰入額 59 －

その他 410 906

特別損失合計 11,673 8,152

税金等調整前当期純損失（△） △8,132 △1,704

法人税、住民税及び事業税 632 614

法人税等調整額 1,477 461

法人税等合計 2,110 1,075

少数株主利益又は少数株主損失（△） △157 229

当期純損失（△） △10,085 △3,009
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,158 5,158

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,158 5,158

資本剰余金   

前期末残高 5,996 5,996

当期変動額   

自己株式の処分 △8 －

自己株式処分差損の振替 7 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 5,996 5,996

利益剰余金   

前期末残高 31,577 20,644

当期変動額   

剰余金の配当 △402 －

当期純損失（△） △10,085 △3,009

自己株式処分差損の振替 △7 △0

連結範囲の変動 － △701

土地再評価差額金の取崩 △436 △1,406

当期変動額合計 △10,933 △5,118

当期末残高 20,644 15,526

自己株式   

前期末残高 △102 △115

当期変動額   

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 14 1

当期変動額合計 △12 △0

当期末残高 △115 △115

株主資本合計   

前期末残高 42,629 31,684

当期変動額   

剰余金の配当 △402 －

当期純損失（△） △10,085 △3,009

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 6 1

自己株式処分差損の振替 － △0

連結範囲の変動 － △701

土地再評価差額金の取崩 △436 △1,406

当期変動額合計 △10,945 △5,118

当期末残高 31,684 26,565
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 463 113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △349 △165

当期変動額合計 △349 △165

当期末残高 113 △51

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,906 △2,470

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 436 1,406

当期変動額合計 436 1,406

当期末残高 △2,470 △1,064

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,443 △2,356

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 86 1,240

当期変動額合計 86 1,240

当期末残高 △2,356 △1,115

少数株主持分   

前期末残高 2,383 3,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 977 △2,279

当期変動額合計 977 △2,279

当期末残高 3,360 1,081

純資産合計   

前期末残高 42,569 32,688

当期変動額   

剰余金の配当 △402 －

当期純損失（△） △10,085 △3,009

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 6 1

自己株式処分差損の振替 － △0

連結範囲の変動 － △701

土地再評価差額金の取崩 △436 △1,406

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,064 △1,039

当期変動額合計 △9,881 △6,157

当期末残高 32,688 26,530
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △8,132 △1,704

減価償却費 1,561 1,118

減損損失 2,007 4,252

負ののれん償却額 － △176

のれん償却額 3,239 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,020 △1,196

賞与引当金の増減額（△は減少） △94 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △705 △855

工事損失引当金の増減額（△は減少） △214 △19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 353 △228

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 59 △116

その他の引当金の増減額（△は減少） 15 △240

受取利息及び受取配当金 △234 △155

支払利息 888 839

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 187 194

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △7,281 △1,007

匿名組合出資評価損 1,875 －

有形固定資産売却損益（△は益） △273 △149

持分法による投資損益（△は益） 31 402

売上債権の増減額（△は増加） 5,838 11,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,661 8,228

その他の資産の増減額（△は増加） △1,068 1,717

仕入債務の増減額（△は減少） △2,942 △18,389

未成工事受入金の増減額（△は減少） 468 △138

その他の負債の増減額（△は減少） △5,606 4,625

その他 452 △112

小計 △8,215 8,575

利息及び配当金の受取額 269 163

利息の支払額 △954 △769

法人税等の支払額 △1,766 △360

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,667 7,609
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 △327 △427

定期預金の払戻による収入 360 407

有価証券の売却による収入 0 6

有形固定資産の取得による支出 △2,845 △3,718

有形固定資産の売却による収入 936 254

無形固定資産の取得による支出 △423 △131

投資有価証券の取得による支出 △3,924 △38

投資有価証券の売却による収入 113 791

子会社株式の取得による支出 △160 △885

子会社株式の売却による収入 － 224

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,840 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △1,752 2,114

長期貸付けによる支出 △3,945 △76

長期貸付金の回収による収入 4,000 788

その他の支出 △4,198 △1,340

その他の収入 851 452

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 1,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,153 △343

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） 7,460 △1,488

長期借入れによる収入 17,430 △6,576

長期借入金の返済による支出 △4,432 －

自己株式の取得による支出 △27 △8

自己株式の売却による収入 6 0

配当金の支払額 △400 △0

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,023 △8,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,796 △832

現金及び現金同等物の期首残高 22,534 17,243

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

505 544

現金及び現金同等物の期末残高 17,243 16,955

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信

16



 該当事項なし。   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項     

(1) 連結子会社 21社 連結子会社名は、 「第２ 企業集

団の状況」に記載のとおり。 

19社 連結子会社名は、 「第２ 企業集

団の状況」に記載のとおり。 

   ・連結子会社であった㈱阿賀高原開発

は、平成20年４月８日付でゴルフ事業を会

社分割して新設会社㈱ＡＧＡに承継した。

その結果、㈱ＡＧＡが子会社になったため

連結の範囲に含めることにした。  

 ・連結子会社であった㈱湯巡り万華郷

は、当連結会計年度において株式をすべて

売却したため、連結の範囲から除外してい

る。 

   ・㈱阿賀高原開発については平成20年４

月９日付で同社子会社（連結子会社）であ

るジークライト㈱に吸収合併された。 

 ・連結子会社であった北日本建材リース

㈱は、当連結会計年度において株式の一部

を売却したため、連結子会社から持分法適

用関連会社に変更している。 

   ・当社は平成20年４月10日にジークライ

ト㈱の株式を売却し、子会社でなくなった

ため連結の範囲から除外した。 

  

   ・当社は平成20年８月20日に㈱ＡＧＡの

株式を売却し、子会社でなくなったため連

結の範囲から除外した。 

  

   ・当社は平成20年８月26日に㈲浦安温泉

物語の出資を取得し同社が子会社になった

ため連結範囲に含めている。 

  

   ・平成20年９月29日に当社は連結子会社

である㈱湯巡り万華郷の株式全てを連結子

会社の㈲浦安温泉物語に譲渡し、㈲浦安温

泉物語は、平成20年10月８日にその子会社

である㈱湯巡り万華郷に吸収合併された。

  

(2) 非連結子会社 主要な非連結子会社名 

ジオテクサービス㈱ 

主要な非連結子会社名 

ジオテクサービス㈱ 

(3) 非連結子会社につい

て、連結の範囲から除

いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

 非連結子会社は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

    

(1) 持分法適用会社 関連会社４社 

持分法適用の主要な関連会社名 

㈱アドヴァンス 

創伸建設㈱ 

関連会社４社 

持分法適用の主要な関連会社名 

㈱アドヴァンス 

北日本建材リース㈱ 

(2) 持分法非適用会社 持分法非適用の主要な非連結子会社名 

ジオテクサービス㈱ 

持分法非適用の主要な非連結子会社名 

ジオテクサービス㈱ 

  持分法非適用の主要な関連会社名 

新潟舗材㈱ 

持分法非適用の主要な関連会社名 

新潟舗材㈱ 

(3) 持分法を適用しない会

社について、その適用

しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外している。 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外している。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は、すべて連結財

務諸表提出会社と同じである。 

 連結子会社の事業年度は、すべて連結財

務諸表提出会社と同じである。 

４ 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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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)  

有価証券 

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 

  デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

  たな卸資産 

販売用不動産 

個別法による原価法 

たな卸資産 

販売用不動産 

同左 

  未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

同左 

  不動産事業支出金 

個別法による原価法 

不動産事業支出金 

同左 

  その他棚卸資産 

貯蔵品…先入先出法による原価法。た

だし一部の連結子会社は最終仕入原価

法。 

その他棚卸資産 

同左 

    

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価

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）が適用されたことに伴

い、主として個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定している。

これにより、営業利益及び経常利益は154

百万円減少し、税金等調整前当期純損失は

1,275百万円増加している。  
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

(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(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)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法によってい

る。 

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い

る。  

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法(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)によっている。また、

一部の連結子会社は、定額法によってい

る。 

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い

る。  

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度から、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、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっている。 

この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失は132百万円、経常損失

及び税金等調整前当期純損失は、149百

万円それぞれ増加している。 

なお、セグメント情報に与える影響額

は、セグメント情報の「事業の種類別セ

グメント情報」の（注）５に記載してい

る。 

  

  無形固定資産 

自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっている。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    

  

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

零とする定額法によっている。 

 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12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

処理によっている。  

    

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

機械装置については、従来、耐用年数を５

～10年としていたが、法人税法の改正に伴

い、当事業年度より３～８年に変更してい

る。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純損失に与える影響は軽微で

ある。 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子会社

のうち３社は、従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額に基づき計上してい

る。 

賞与引当金 

同左 

  修繕引当金 

 連結財務諸表提出会社は、船舶の定期

整備に充てるため、定期整備にかかる費

用を修繕実績に応じて計上している。 

修繕引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

 完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ため、当連結会計年度の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づき計上して

いる。 

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、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。 

工事損失引当金 

同左 

  賠償損失引当金  

 工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。 

─────── 

  保証債務損失引当金 

 代位弁済に伴う損失の発生に備えるた

め、保証先の財政状態と担保物件の状況

を勘案して計上している。  

─────── 

  偶発損失引当金  

 将来発生する可能性のある偶発損失に

備え、偶発事象毎に個別のリスク等を勘

案し、損失発生の可能性が高いと認識で

き、かつ、損失額を合理的に見積もるこ

とができる場合に当該見積額を計上して

いる。 

─────── 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度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計上してい

る。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による定額法により費用処理して

いる。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとしている。

退職給付引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金  

 役員（委任型執行役員を含む）の退職慰

労金の支給に備えるため、役員退職慰労金

支給内規に基づく期末要支給額を計上して

いる。 

 （会計処理の変更）  

 役員退職慰労金は、従来、支出時の費用

として処理していたが、当連結会計年度よ

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、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いる。 

 この変更により、当連結会計年度発生額

45百万円は販売費及び一般管理費へ、過年

度分相当額291百万円は特別損失に計上し

ている。 

 この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失は48百万円、経常損失は53

百万円、税金等調整前当期純損失は345百

万円それぞれ増加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

セグメント情報の「事業の種類別セグメン

ト情報」の（注）６に記載している。 

役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金制度を有している会社に

ついては、役員（委任型執行役員を含む）

の退職慰労金の支給に備えるため、役員退

職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を

計上している。  

  

(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

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高

は、44,742百万円である。 

 完成工事高の計上は工事完成基準によっ

ているが、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社受注の長期大型工事(工期が１年以

上、かつ請負金額３億円以上)については

工事進行基準によっている。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高

は、40,278百万円である。 

(5) 重要なリース取引の処

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いる。 

───────  
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。 

また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。 

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…変動金利の借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っている。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  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

たしていることをもって有効性の判定

に代えている。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

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に相当する額の

会計処理は、税抜方式によっている。 

消費税等に相当する額の会計処理 

同左 

  連結納税 

 連結財務諸表提出会社が㈱阿賀高原開

発の株式を全株取得したため、連結納税

をとりやめた。  

─────── 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては全面時価評価法によっている。 

同左 

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について 

は、５年間で均等償却している。 

 ただし、資産性を考慮して減損処理して

いる。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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

る。 

同左 
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会計方針の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていたが、「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））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度から適用することができることになった

ことに伴い、当連結会計年度より、これらの会計基準等を

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

っている。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純損失への影響はない。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

１※１ 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社に

対する金額は次のとおりである。 

１※１ 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社に

対する金額は次のとおりである。 

投資有価証券(株式) 百万円2,765 投資有価証券(株式) 百万円2,030

２   偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。 

２   偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。 

㈱カイハツ  
 

 138百万円 

(811)

ＦＫ商事㈱  980

新潟食品リサイクルセンター

㈱ 
 452

新潟万代島ビルディング㈱  377

ホテル朱鷺メッセ㈱   237

医療法人桑名恵風会  142

タイフクダコーポレーション

リミテッド 
 13

計  2,341

㈱カイハツ  
 

   95百万円 

(564)

ＦＫ商事㈱  245

新潟万代島ビルディング㈱  349

ホテル朱鷺メッセ㈱  221

医療法人桑名恵風会   99

タイフクダコーポレーション

リミテッド 
 13

計  1,026

なお、㈱カイハツの( )内には、共同保証総額を

記載している。 

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コンベンション

ホテル㈱が商号変更したものである。 

なお、㈱カイハツの( )内には、共同保証総額を

記載している。 

分譲マンションに係る手付金保証 

２社 百万円640

分譲マンションに係る手付金保証 

３社 百万円265

３   受取手形裏書譲渡高   

  百万円1,250

受取手形割引高 

  百万円609

３   受取手形裏書譲渡高   

  百万円894

４※２ 当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。 

４※２ 当連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交

換日をもって決済処理している。したがって、当

連結会計年度末日が金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含ま

れている。 

受取手形 百万円324

支払手形 百万円139

受取手形 百万円217

５※３ 下記の資産は、長期借入金1,047百万円及び短期

借入金3,478百万円及び固定負債の「その他」564

百万円の担保に供している。 

    （簿価による）  

５※３ 下記の資産は、短期借入金14,953百万円の担保に

供している。 

     

    （簿価による） 

建物 百万円832

土地  4,319

計  5,151

販売用不動産 百万円2,060

建物  2,785

土地  6,802

計  11,647
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１※１ 完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額137百万円、修繕引当金繰入額１百万円、工事

損失引当金繰入額198百万円を含み、完成工事原

価及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額62百

万円、退職給付費用462百万円を含んでいる。 

１※１ 完成工事原価のうちには完成工事補償引当金繰入

額111百万円、修繕引当金繰入額１百万円、工事

損失引当金繰入額179百万円を含み、完成工事原

価及び未成工事支出金等に賞与引当金繰入額71百

万円、退職給付費用572百万円を含んでいる。 

２※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりである。 

２※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりである。 

従業員給料手当 百万円3,908

貸倒引当金繰入額 百万円3,530

従業員給料手当 百万円3,150

３※３ 研究開発費 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は100百万円である。 

３※３ 研究開発費 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は118百万円である。 

４※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ４※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

土地 百万円246

建物  33

その他  28

計  309

土地 百万円233

建物  6

その他  24

計  264

５※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ５※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 

建物 百万円46

土地  3

その他  3

計  53

建物 百万円81

土地  15

その他  4

計  101

６※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 ６※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物 百万円194

構築物  108

その他  45

計  348

建物 百万円73

構築物  11

その他  43

計  128
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前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

７※７ 減損損失 

    当社グループは、以下の資産グループについて 

   減損損失を計上した。  

７※７ 減損損失 

    当社グループは、以下の資産グループについて 

   減損損失を計上した。  

用途 種類 場所 
金額
(百万円) 

ゴルフ 

場 

土地、 

建物等 

新潟県東蒲原郡 

阿賀町 
 725

福祉 

施設 

土地、 

建物等 
仙台市泉区  635

賃貸用 

不動産 

土地及 

び建物 
岐阜県岐阜市  591

遊休 

不動産 

土地、 

建物等 
新潟市中央区など4件  35

温浴 

施設 
車両等 千葉県浦安市  20

計  2,007

用途 種類 場所 
金額
(百万円) 

事業用

不動産 

土地、 

建物等 
新潟県上越市など  198

福利厚

生施設 

土地、 

建物等 
さいたま市浦和区など  433

賃貸用 

不動産 

土地、

建物等 
新潟市中央区など  3,432

遊休 

不動産 
土地 山形県山形市など  188

計  4,252

(経緯) 

 ゴルフ場及び温浴施設については、価格競争激化に伴う

収益性の低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識した。 

 福祉施設については、需要が好転せず、入居率の低迷に

より、資産グループの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認識した。 

 賃貸用不動産については、賃貸料水準の下落に伴い収益

性が低下したため、減損損失を認識した。 

 遊休不動産については、今後の利用計画もなく、地価も

下落しているため減損損失を認識した。 

(経緯) 

 当社グループの事業構造改革の施策として、保有施設の

整理統合を実施し、固定資産の効率化を図ることとしてい

る。その検討の結果、統廃合を進める過程で余剰となる不

動産を売却する方針としたため、資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として認

識した。 

  

  

  

(主な種類ごとの金額の内訳) (主な種類ごとの金額の内訳) 

建物・構築物    百万円1,230

土地  677

その他  99

計  2,007

建物・構築物 百万円2,053

土地  1,368

その他  830

計  4,252

(グルーピングの方法) 

 ゴルフ場、福祉施設及び温浴施設は当該事業を行う施設

を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位、また、賃

貸用不動産及び遊休不動産については、個々の物件単位で

グルーピングしている。 

(グルーピングの方法) 

 売却を目的とするため、個々の物件単位でグルーピング

している。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 福祉施設及び賃貸用不動産については不動産鑑定評価基

準、また、ゴルフ場、遊休不動産及び温浴施設については

正味売却価額により算定している。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 不動産鑑定評価基準もしくは固定資産税評価額を基準と

して算定している。 
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並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株式数の増加117,619株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少30,949株は、単 

     元未満株式の買増し請求による減少である。  

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並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株式数の増加8,219株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少3,126株は、単 

     元未満株式の買増し請求による減少である。  

２．配当に関する事項 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 次のとおり、決議予定である。 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式  44,940,557  －  －  44,940,557

合計  44,940,557  －  －  44,940,557

自己株式                     

普通株式  (注)   200,393  117,619  30,949  287,063

合計  200,393  117,619  30,949  287,063

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年３月28日 

定時株主総会 
普通株式 402 9 平成19年12月31日 平成20年３月31日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式  44,940,557  －  －  44,940,557

合計  44,940,557  －  －  44,940,557

自己株式                     

普通株式  (注)   287,063  8,219  3,126  292,156

合計  287,063  8,219  3,126  292,156

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円） 

基準日 効力発生日

平成22年２月25日 

取締役会 
普通株式  133 利益剰余金 3 平成21年12月31日 平成22年３月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

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連結貸借対照表に 

 掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年12月31日) (平成21年12月31日) 

現金及び預金勘定 百万円17,434

預入期間が３ケ月を超える定期預金  △212

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ  20

現金及び現金同等物  17,243

現金及び預金勘定 百万円17,167

預入期間が３ケ月を超える定期預金  △232

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ  20

現金及び現金同等物  16,955

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

  ㈲浦安温泉物語 

２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳   

    ㈱湯巡り万華郷   （平成21年４月８日現在） 

流動資産 百万円647

固定資産  1,474

 資産合計  2,121

流動負債  45

 負債合計  45

  

  北日本建材リース㈱ （平成21年11月17日現在） 

  

流動資産 百万円233

固定資産  1,410

 資産合計  1,643

流動負債  139

固定負債  52

 負債合計  192

流動資産 百万円2,848

固定資産   1,354

 資産合計   4,202

流動負債   3,648

固定負債   106

 負債合計  3,755

３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳 

  ジークライト㈱   （平成20年４月９日現在） 

３ 重要な非資金取引 

   当連結会計年度においてデット・エクィティ・スワ

  ップ（債務の株式化）を実施している。 

流動資産 百万円10,168

固定資産  5,009

 資産合計  15,177

流動負債  2,845

固定負債  11,703

 負債合計  14,549   

 短期借入金の減少額 百万円2,100

 資本金の増加額  1,050

 資本準備金の増加額  1,050

       

       

  ㈱ＡＧＡ      （平成20年８月20日現在）   

流動資産 百万円127

固定資産   48

 資産合計   176

流動負債   101

 負債合計  101
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前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日) 

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、116百万円評価減している。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年１月１日 至平成20年12月31日) 

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年12月31日) 

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、71百万円評価減している。 

４ その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成20年12月31日) 

（有価証券関係）

有価証券 

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
               

(1) 株式  1,065  1,415  349

(2) 債券  ―  ―  ―

(3) その他  10  10  0

小計  1,076  1,425  349

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
               

(1) 株式  540  417  △122

(2) 債券  ―  ―  ―

(3) その他  450  314  △136

小計  991  731  △259

合計  2,067  2,157  90

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

 7  4  12

その他有価証券  

非上場株式 4,456百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 42百万円

非上場の内国債券 72百万円

非上場の外国債券 30百万円

種類 
１年以内
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超
(百万円) 

債券                     

社債  30  65  ―  ―

その他  0  ―  ―  6

その他  ―  ―  ―  ―

合計  30  65  ―  6
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年12月31日) 

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、193百万円評価減している。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日) 

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年12月31日) 

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、71百万円評価減している。 

４ その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額(平成21年12月31日) 

  

有価証券 

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
               

(1) 株式    234  435  201

(2) 債券  －  －  －

(3) その他  12  13  0

小計  246  449  202

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
               

(1) 株式  1,538  1,051  △487

(2) 債券  －  －  －

(3) その他  429  287  △142

小計  1,968  1,338  △629

合計  2,214  1,787  △427

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

 11  6  3

その他有価証券  

非上場株式 4,351百万円

マネーマネジメントファンド 20百万円

非上場の出資証券 37百万円

非上場の内国債券 35百万円

非上場の外国債券 30百万円

種類 
１年以内
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超
(百万円) 

債券                     

社債  5  60  －  －

その他  －  －  －  －

その他  －  －  －  －

合計  5  60  －  －
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 （注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、財務

部に係る費用であり、その金額は197百万円である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は17,720百万円である。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、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、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。この変更により、営業費用について建設事

業59百万円、不動産事業56百万円、その他事業16百万円それぞれ増加し、営業損失が同額増加している。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「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、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いる。この変更により、営業費用に

ついて建設事業42百万円、不動産事業１百万円、その他事業８百万円それぞれ増加し、営業損失が同額増加

している。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業
(百万円) 

その他事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 142,180  3,640  14,875  160,697  ―  160,697

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 35  102  3,133  3,271 (3,271)  ―

計  142,216  3,743  18,009  163,968 (3,271)  160,697

営業費用  145,285  3,762  18,544  167,592 (3,555)  164,037

営業利益（又は営業損失）  △3,068  △19  △535  △3,623 (△283)  △3,340

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
                              

資産  83,979  31,772  14,613  130,366  14,233  144,599

減価償却費  571  513  487  1,572 (10)  1,561

減損損失   626  ―  1,380  2,007  ―  2,007

資本的支出  394  2,265  247  2,908 (1)  2,906

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及びゴルフ施設関連事業、福祉事業、温浴施設関連

事業、廃棄物処理業及び鉱産物の採堀、販売等 

なお、当社は平成20年４月10日にジークライト㈱の株式を売却し、同社が連結から除外に

なったため同日以降は、その他事業に廃棄物処理業及び鉱産物の採掘、販売等は含まれて

いない。 

また、当社は平成20年８月21日に㈱ＡＧＡの株式を売却し、同社が連結から除外になった

ため同日以降は、その他事業にゴルフ施設関連事業は含まれていない。  
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当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 （注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の総務部、財務

部に係る費用であり、その金額は207百万円である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社での余資運用資金(預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、その金額は17,891百万円である。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計処理の変更）に記載のとおり、「棚卸資産の

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）を適用し、主として個別法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定している。この変更に

より、営業費用について建設事業２百万円、不動産事業152百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少し

ている。 

  

  

  

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業
(百万円) 

その他事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 114,614  5,332  12,369  132,316  ―  132,316

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 186  80  2,287  2,554 (△2,554)  ―

計  114,801  5,412  14,656  134,870 (△2,554)  132,316

営業費用  111,278  5,457  13,413  130,149 (△2,385)  127,763

営業利益（又は営業損失）  3,522  △44  1,243  4,721 (△168)  4,553

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
                              

資産  62,595  26,224  9,592  98,412  15,929  114,341

減価償却費  413  420  333  1,166 (△47)  1,118

減損損失   1,097  3,041  130  4,268  △15  4,252

資本的支出  681  2,877  92  3,651 (86)  3,737

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業 ：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業 ：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売及び福祉事業、温浴施設関連事業等 

 なお、当社は平成21年４月８日に㈱湯巡り万華郷の株式を売却し、同社が連結から除外に

なったため同日以降は、その他事業に温浴施設関連事業は含まれていない。 

また、当社は平成21年11月17日に北日本建材リース㈱の株式を一部売却し、同社が連結か

ら除外になったため同日以降は、その他事業に工事用仮設材の賃貸は含まれていない。  
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略して

いる。 

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えて

いるため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略して

いる。 

  

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略している。 

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売

上高の記載を省略している。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信

34



前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 該当事項なし。  

  

  

当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

共通支配下の取引等 

Ⅰ  

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  当社の連結子会社である福田道路株式会社の不動産事業及び有価証券管理事業 

事業の内容  主として一般顧客向けに不動産分譲、賃貸及び自社保有の投資有価証券管理 

（2）企業結合の法的形式 

福田道路株式会社（当社の連結子会社）を分割会社、福田アセット＆サービス株式会社（当社の連結子会

社）を承継会社とする吸収分割 

（3）結合後企業の名称 

福田アセット＆サービス株式会社（当社の連結子会社） 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

福田道路株式会社においては、道路事業に続く第二の柱として不動産事業を積極的に展開してきたが、市況

の急速な悪化等を原因として、大型投資案件について売却から保有への変更を余儀なくされ、資金の固定化と

有利子負債の増加、流動比率の悪化など、財務バランスに問題を来す結果となっている。そこで、一部を除く

不動産事業に関して有する権利義務を福田アセット＆サービス株式会社へ分割して、グループにおける同事業

の経営効率を高めるとともに、道路事業と関連性の薄い投資有価証券等を含む有価証券等管理事業に関して有

する権利義務の一部についても分割し、それらの有効な運用を図る所存である。 

この会社分割により不動産事業等を切り出し、本業である道路事業に経営資源を集中するとともに、財務体

質の健全化を実現し、早期に経営の立て直しを図る目的である。  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の

取引として処理している。 

  

Ⅱ 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  当社の連結子会社である福田道路株式会社の子会社管理事業の一部 

事業の内容  子会社の管理 

（2）企業結合の法的形式 

福田道路株式会社（当社の連結子会社）を分割会社、当社を承継会社とする吸収分割 

（3）結合後企業の名称 

株式会社福田組 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

福田道路株式会社の100％子会社である株式会社レックスは道路維持を主な事業として、新潟県内全域に営業

網を張り、その事業を展開しておりますが、同地域における株式会社レックスと親会社の福田道路株式会社の

事業領域が必ずしも明確でなく、親子間での事業領域の重複による経営の非効率が生じている。 

グループガバナンスの確立・強化の一環として、福田道路株式会社と株式会社レックスの事業領域を明確に

し、経営の非効率を解消するために、両社を当社の子会社として並列に位置付ける。そのため、福田道路株式

会社から、その子会社管理事業に関して有する権利義務の一部として、株式会社レックス株式及びこれに附随

する権利義務を会社分割により当社が承継するものである。 

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の

取引として処理している。 

  

（企業結合等関係）
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（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１株当たり純資産額            656.79円                  570.01円 

１株当たり当期純損失(△)  △225.56円           △67.40円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
― ― 

  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、潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

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、潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

  

１株当たり当期純損失算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純損失 

百万円10,085

１株当たり当期純損失算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純損失 

百万円3,009

  
普通株式に係る当期純損失 

百万円10,085

普通株式に係る当期純損失 

百万円3,009

  
普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳

該当事項なし。 

  
普通株式の期中平均株式数 

株44,713,571

普通株式の期中平均株式数 

株44,650,338
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（当社グループ「事業構造改革」） 

 当社は、平成21年2月26日開催の取締役会において、福

田グループ「事業構造改革」について、基本骨子を決定し

た。  

────── 

１．当社の中期経営計画の進捗と発展的見直し  

 当社は、平成20年６月に「市場環境に適合した事業規模

の見直し」と「人員規模の適正化」を柱とした『中期経営

計画』（以下「中計」という）を策定し、鋭意、取り組ん

でいる。  

(1)土木事業  

 「中計」では、選別受注による採算性を重視した経営に

徹するために、事業規模を200億円にまで圧縮する計画で

あったが、総合評価対応力の強化と選別受注の徹底が具現

化しつつあり、平成21年度の売上高は250億円が見込まれ

るとともに、工事利益率についても、平成20年度の4.6％

から３ポイント程改善する見通しである。 

 これにより、事業規模を250億円規模にまで上方修正す

る方針であるが、機動力ある人員配置や外部資源の積極活

用、地域と工種の選択と集中を推し進め、さらなる一人当

たりの付加価値生産性の向上に努めるものである。  

  

(2)建築事業  

 建築事業は、従来700億円台の事業規模を維持していた

が、「中計」では当社の得意とする大型ショッピングセン

ターの市場縮小を見込み、600億円規模に縮小する計画と

していた。その後、世界的な金融危機に端を発した民間設

備投資の大幅な後退が深刻化しており、長期化する可能性

を視野に入れ、500億円規模でも利益の出せる体制にシフ

トしている。 

 なお、平成21年度は、市場の先行き不透明感及びリスク

コントロールを重視した選別受注徹底の観点から、売上高

を450億円で計画したものの、営業黒字を見込んでいる。 

  

(3)開発事業  

 開発事業は、これまでのノウハウを生かし、出口戦略を

徹底したミドルリスク・ミドルリターン型の事業展開によ

り、安定的に100億円規模の売上高を獲得する方針で計画

していたが、今般の世界的な金融危機により、不動産マー

ケットは異常な状態が続いていることから、新規物件への

活動は当面取り止めるとともに、仕掛り中の案件について

も、個別にリスクを再評価し、中止・撤退も視野に入れた

事業見直しを行っている。これにより平成21年度の売上高

規模は、100億円超の計画から50億円規模に修正してい

る。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(4)人員規模の適正化による収益構造の改善について  

 「中計」では、２割程度絞り込んだ人員規模900人体制

の計画であったが、平成21年度末人員数は850名を計画し

ている。また、役員報酬についても、取締役及び執行役員

数の減数に加え、平成21年期初より相当額を減額しスター

トしている。これらにより、建設工事原価に含まれる内部

人員コスト、販売費及び一般管理費は「中計」を上回る削

減効果が見込まれる。なお、役員退職慰労金制度は廃止

し、過年度分についてはその引当金全額を取り崩し、支給

しないことを決議した。  

  

２．グループ会社全体の再構築による新たなステージ  

 平成20年における連結業績は、100億円超の極めて大き

な当期純損失を計上するに至った。平成20年11月20日に公

表した通期業績予想の当期純損失額から、さらに36億円程

度悪化しており、その主な原因は以下のとおりである。 

  当社単体においては、当期純損失が10億円程度増加し、

経常利益段階では、合理化や選別受注効果が寄与して予想

を上回ったものの、従業員の早期退職に伴う特別加算金の

追加や、平成21年度に計画している当社グループの整理・

再編を考慮し、長期の繰延税金資産を取り崩したことによ

っている。  

 一方、今回の連結業績修正の最大要因は、当社の最重要

子会社である福田道路株式会社（以下「福田道路」とい

う）の減損損失計上、売掛債権に対する貸倒引当金の繰入

や繰延税金資産の全額取り崩し等であり、加えて販売目的

で開発した不動産が昨今の不動産不況の煽りも受け、事業

用固定資産となるなど、流動比率・固定比率等の安定性・

健全性の指標が悪化し、財務バランスを大きく崩す結果と

なった。  

  

(1)事業構造改革「フェーズⅠ」福田道路の抜本的改革  

①本業への回帰～経営資源の集中～  

 福田道路は、本業である道路事業においても構造的な赤

字体質に陥っている。市場環境に合わせて事業規模を見直

した結果、「250億円」程度が適正水準と判断し、遅くと

も平成21年上半期中には「人員規模の適正化」を実現する

予定である。なお、従業員の早期退職や事業所の統廃合に

かかる構造改革資金として、当社を引受先とする「20億円

の増資」を予定している。 

 また、経営陣の刷新を図り、組織のシンプル化や選別受

注の徹底、事業所の統廃合、給与カット、労務・外注コス

トの削減、一般管理費の削減など、実現可能なアクション

プランに基づき、強力に改革を推進し、これにより、平成

21年度は営業利益ベースで黒字達成を、平成22年度は改革

のフルイヤー効果により、当期純利益で少なくとも10億円

超の黒字化が見込まれる。  

※なお、新経営陣については、福田道路ホームページを参

照。また、役員退職慰労金制度は廃止し、過年度分につい

ては、その引当金全額を取り崩し、支給しないことを決議

した。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

②不動産事業からの撤退と有利子負債の圧縮  

 道路事業の健全な発展・継続のためには、そこに経営資

源を集中し競争力強化を図るとともに、財務バランスの早

期健全化と計画的な有利子負債の圧縮が絶対要件となる。

以上から、不動産事業の全部及び本業と関連性の低い事業

を、遅くとも平成21年上半期中に切り離す予定である。 

 具体的な内容（分割日程、分割方式等）については、正

式かつ詳細に決定し次第、公表する予定であるが、分割の

時期は平成21年上半期中を予定しており、当社の子会社で

ある福田不動産株式会社（以下「福田不動産」という）が

会社分割（吸収分割）により、前述の事業を承継する予定

である。なお、これにより、福田道路は不動産事業から完

全撤退する。  

③道路事業ガバナンス体制の強化  

 福田道路の100％子会社である株式会社レックス（連結

子会社）（以下「レックス」という）は、道路維持を主な

事業として、新潟県内全域に営業網を張り事業展開してい

るが、同地域内においては親子間で事業領域の重複が生じ

ており、今般、これらの経営非効率を解消すべく、当社に

よるガバナンスを働かせることを目的に、レックスを会社

分割により当社の子会社とし、福田道路と並列に位置づけ

ることとする。 

 具体的な内容（分割日程、分割方式等）については、正

式かつ詳細に決定し次第、公表する予定であるが、平成21

年上半期中には実施する予定である。 

(2)事業構造改革「フェーズⅡ」福田グループの整理・再

編 

 当社グループは、半世紀にわたり、拡建設戦略のもと垂

直的多角化を推進してきた。近年においては、建設市場の

成熟化を背景とした異業種への進出や、本業から派生した

事業継承、雇用創出の場づくりに着眼した小規模会社の設

立などを実施してきた。その結果、子会社42社、関連会社

8社で構成される企業集団を形成し、今日に至っている。 

  

①グループ事業ポートフォリオの抜本的見直し  

 今後は、それぞれの事業会社の将来性を個別に検証する

とともに、グループ各社の結束力により圧倒的なプレゼン

スを獲得できる事業会社、具体的かつ定量的にシナジーが

見込める事業会社を見極めたうえで、整理・統合を短期間

のうちに強力に推進する。  

 一方、時代の変遷により、当社の支配下にある意義が薄

れている企業や、今後の成長・発展のためには当社以外の

第三者との関係強化が望ましい企業も存在することから、

これらの視点からもグループ事業の最適ポートフォリオを

見極め、グループ企業の再編を進める。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

②連結有利子負債の削減と財政状態の適正化  

 平成20年度は当社においても大幅な当期純損失を計上し

ている。加えて、不動産市況の急激な悪化に伴い、仕掛り

中の不動産事業についても、出口が不透明な状況下にあ

り、また、建設事業の規模の適正化と立替工事高の抑制を

推進している中で、有利子負債残高が事業規模に見合わな

い大きさにあると認識している。これらを解決すべく、総

資産の圧縮やグループ企業の整理・再編を通じて、当社を

含むグループ全体の有利子負債残高の大幅な減少と純資産

の部の充実を目指すものである。   

  

③グループ内アセット＆サービス機能の一元化へ   

 福田道路の不動産事業等を承継する福田不動産には、グ

ループ会社の不動産事業の他に、投資有価証券やノンコア

事業を集積し、グループ内のアセットを最適化する機能と

ともに、固定資産の賃貸管理や減価償却計算、サービス子

会社の統括などのシェアードサービス機能、さらにはグル

ープ内資金のプーリングなどのキャッシュマネジメント機

能を担わせ、グループ経営の効率化を推進する予定であ

る。なお、事業内容の変更に伴い、商号変更も予定してお

り、詳細は決定次第、公表する所存である。  

  

④持株会社機能の独立とグループコーポレートガバナンス

強化  

 これらのグループ企業の整理・再編をスピーディーに進

めるとともに、コーポレートガバナンスの強化によるグル

ープ総合力の飛躍を目指し、当社の機能を事業会社と持株

会社の機能に明確に分離し、有効かつ効率的なグループ経

営を展開する。 

 なお、「フェーズⅡ」については、平成21年度中に目処

を着ける方針であるが、詳細が決定次第、重要な子会社の

異動等は、その内容を公表する予定である。  
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    リース取引、関連当事者情報、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に関す 

   る注記事項については、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いる。 

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 10,483 7,608

受取手形 3,620 3,152

完成工事未収入金 28,559 22,541

不動産事業未収入金 89 57

販売用不動産 2,153 928

未成工事支出金 9,762 6,856

不動産事業支出金 7,400 6,597

材料貯蔵品 76 55

短期貸付金 2,302 391

前払費用 107 40

繰延税金資産 551 －

未収入金 3,965 2,428

その他 674 931

貸倒引当金 △5,282 △3,931

流動資産合計 64,467 47,658

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,641 8,781

減価償却累計額 △4,798 △4,758

建物（純額） 2,842 4,023

構築物 378 375

減価償却累計額 △290 △296

構築物（純額） 87 78

機械及び装置 1,504 1,433

減価償却累計額 △1,371 △1,333

機械及び装置（純額） 132 99

船舶 865 866

減価償却累計額 △808 △816

船舶（純額） 57 49

車両運搬具 47 36

減価償却累計額 △35 △28

車両運搬具（純額） 11 7

工具器具・備品 470 412

減価償却累計額 △428 △380

工具器具・備品（純額） 42 31

土地 7,743 8,168

リース資産 － 27

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 25

有形固定資産計 10,918 12,483
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

無形固定資産   

その他 37 38

無形固定資産計 37 38

投資その他の資産   

投資有価証券 5,528 5,172

関係会社株式 1,700 5,097

長期貸付金 1,127 664

従業員に対する長期貸付金 96 80

関係会社長期貸付金 4,405 10

破産債権、更生債権等 798 543

貸倒引当金 △798 △543

破産更生債権等（純額） 0 0

その他 697 656

貸倒引当金 △2,187 △653

投資その他の資産計 11,368 11,027

固定資産合計 22,325 23,549

資産合計 86,792 71,208

負債の部   

流動負債   

支払手形 12,547 4,552

工事未払金 13,799 8,343

短期借入金 32,952 28,581

リース債務 － 9

未払金 884 464

未払法人税等 67 82

未払消費税等 － 966

未払費用 7 2

繰延税金負債 － 2

未成工事受入金 6,243 6,697

不動産事業受入金 40 2,409

預り金 783 838

前受収益 0 0

賞与引当金 71 69

修繕引当金 1 5

完成工事補償引当金 94 75

工事損失引当金 137 178

偶発損失引当金 47 －

賠償損失引当金 170 －

流動負債合計 67,848 53,278

固定負債   

長期借入金 3,611 550

リース債務 － 21
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

繰延税金負債 86 23

再評価に係る繰延税金負債 1,191 978

退職給付引当金 1,730 1,657

役員退職慰労引当金 126 －

その他 69 60

固定負債合計 6,815 3,291

負債合計 74,664 56,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金   

資本準備金 5,996 5,996

資本剰余金合計 5,996 5,996

利益剰余金   

利益準備金 1,044 1,044

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 16 15

別途積立金 8,410 410

繰越利益剰余金 △7,322 1,887

利益剰余金合計 2,148 3,357

自己株式 △114 △114

株主資本合計 13,188 14,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110 18

土地再評価差額金 △1,171 221

評価・換算差額等合計 △1,060 240

純資産合計 12,127 14,638

負債純資産合計 86,792 71,208
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

完成工事高 98,065 68,710

不動産事業売上高 1,225 2,904

売上高合計 99,291 71,614

売上原価   

完成工事原価 93,228 63,840

不動産事業売上原価 953 2,691

売上原価合計 94,181 66,532

売上総利益   

完成工事総利益 4,837 4,870

不動産事業総利益 272 212

売上総利益合計 5,109 5,082

販売費及び一般管理費   

役員報酬 144 106

賞与引当金繰入額 22 18

従業員給料手当 1,386 1,088

退職金 29 －

退職給付費用 112 135

役員退職慰労引当金繰入額 16 －

法定福利費 204 151

福利厚生費 201 169

修繕維持費 63 44

事務用品費 110 96

通信交通費 304 222

動力用水光熱費 35 32

調査研究費 23 63

広告宣伝費 35 27

貸倒引当金繰入額 4,442 －

交際費 127 91

寄付金 3 1

地代家賃 146 136

減価償却費 104 105

租税公課 71 71

保険料 28 30

支払手数料 252 220

不動産事業販売費 62 155

雑費 363 346

販売費及び一般管理費合計 8,294 3,317

営業利益又は営業損失（△） △3,184 1,765
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外収益   

受取利息 130 76

有価証券利息 0 0

受取配当金 270 61

受取地代家賃 20 15

預託金償還益 162 －

雑収入 233 78

営業外収益合計 819 232

営業外費用   

支払利息 670 560

貸倒引当金繰入額 334 65

手形売却損 156 －

雑支出 251 172

営業外費用合計 1,413 798

経常利益又は経常損失（△） △3,778 1,200

特別利益   

固定資産売却益 43 86

投資有価証券売却益 1 0

関係会社株式売却益 22 3,680

貸倒引当金戻入額 7,300 2,138

役員退職慰労引当金戻入額 － 126

その他 － 63

特別利益合計 7,366 6,095

特別損失   

固定資産除却損 91 23

固定資産売却損 52 77

貸倒引当金繰入額 － 731

減損損失 － 1,774

販売用不動産評価損 1,038 345

関係会社株式評価損 3,493 1,000

匿名組合出資評価損 1,875 －

関係会社株式売却損 1,901 －

関係会社整理損 30 －

退職特別加算金 1,927 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 109 －

偶発損失引当金繰入額 47 －

投資有価証券評価損 27 179

投資有価証券売却損 5 －

その他 － 163

特別損失合計 10,599 4,295
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △7,011 3,000

法人税、住民税及び事業税 285 57

法人税等調整額 235 340

法人税等合計 520 397

当期純利益又は当期純損失（△） △7,531 2,603
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,158 5,158

当期末残高 5,158 5,158

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,996 5,996

当期末残高 5,996 5,996

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △8 △0

自己株式処分差損の振替 7 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 5,996 5,996

当期変動額   

自己株式の処分 △8 △0

自己株式処分差損の振替 7 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 5,996 5,996

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,044 1,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,044 1,044

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 17 16

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 16 15

別途積立金   

前期末残高 8,410 8,410

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △8,000

当期変動額合計 － △8,000

当期末残高 8,410 410
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 869 △7,322

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

剰余金の配当 △402 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,531 2,603

自己株式処分差損の振替 △7 △0

別途積立金の取崩 － 8,000

土地再評価差額金の取崩 △250 △1,393

当期変動額合計 △8,191 9,209

当期末残高 △7,322 1,887

利益剰余金合計   

前期末残高 10,341 2,148

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

剰余金の配当 △402 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,531 2,603

自己株式処分差損の振替 △7 △0

土地再評価差額金の取崩 △250 △1,393

当期変動額合計 △8,192 1,209

当期末残高 2,148 3,357

自己株式   

前期末残高 △102 △114

当期変動額   

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 14 1

当期変動額合計 △12 △0

当期末残高 △114 △114

株主資本合計   

前期末残高 21,394 13,188

当期変動額   

剰余金の配当 △402 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,531 2,603

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 6 0

自己株式処分差損の振替 － 0

土地再評価差額金の取崩 △250 △1,393

当期変動額合計 △8,205 1,209

当期末残高 13,188 14,397
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 351 110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240 △92

当期変動額合計 △240 △92

当期末残高 110 18

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,421 △1,171

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 250 1,393

当期変動額合計 250 1,393

当期末残高 △1,171 221

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,070 △1,060

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 250 1,393

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240 △92

当期変動額合計 9 1,301

当期末残高 △1,060 240

純資産合計   

前期末残高 20,323 12,127

当期変動額   

剰余金の配当 △402 －

当期純利益又は当期純損失（△） △7,531 2,603

自己株式の取得 △27 △1

自己株式の処分 6 0

自己株式処分差損の振替 － 0

土地再評価差額金の取崩 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240 △92

当期変動額合計 △8,195 2,510

当期末残高 12,127 14,638
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 該当事項なし。   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

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) 

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 デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ…時価法 デリバティブ…同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

販売用不動産…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 

不動産事業支出金…個別法による原価法 

材料貯蔵品…先入先出法による原価法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による

簿価切り下げの方法）によっている。  

 販売用不動産… 個別法 

 未成工事支出金…個別法 

 不動産事業支出金…個別法 

 材料貯蔵品…先入先出法 

    

  

  

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定している。

これにより、営業利益及び経常利益は15百

万円減少し、税引前当期純利益は360百万

円減少している。 
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項目 
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

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(建物附属設備を除く)

については定額法)によっている。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。  

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっている。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

ある。  

  

  無形固定資産 

 定額法によっている。 

 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)

に基づく定額法によっている。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    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

零とする定額法によっている。 

 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12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

処理によっている。 

    （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

機械装置については、従来、耐用年数を５

～10年としていたが、法人税法の改正に伴

い、当事業年度より３～８年に変更してい

る。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響は軽微である。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため支給見

込額に基づき計上している。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 修繕引当金 

 船舶の定期整備に充てるためのもの

で、定期整備にかかる費用を修繕実績に

応じて繰入れている。 

(3) 修繕引当金 

同左 
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項目 
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

  (4) 完成工事補償引当金 

 完成工事の瑕疵担保等の費用に充てる

ためのもので当期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い

る。 

(4) 完成工事補償引当金 

同左 

  (5) 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、損失発生の可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に見積もることが

できる工事について、当該損失見込額を

計上している。 

(5) 工事損失引当金 

 同左 

  (6) 賠償損失引当金 

  工事入札に係る違反行為の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に備える

ため、合理的な基準に基づき見積もるこ

とが可能な金額を計上している。 

─────── 

  (7)偶発損失引当金  

 将来発生する可能性のある偶発損失に

備え、偶発事象毎に個別のリスク等を勘

案し、損失発生の可能性が高いと認識で

き、かつ、損失額を合理的に見積もるこ

とができる場合に当該見積額を計上して

いる。  

─────── 

  (8)役員退職慰労引当金  

 役員（委任型執行役員を含む）の退職

慰労金の支給に備えるため、役員退職慰

労金支給内規に基づく期末要支給額を計

上している。  

─────── 

  （会計処理の変更）  

 役員退職慰労金は、従来、支出時の費

用として処理していたが、当事業年度よ

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、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い

る。  

 この変更により、当期発生額16百万円

は販売費及び一般管理費へ、過年度分相

当額109百万円は特別損失に計上してい

る。 

 この結果、従来の方法によった場合に

比べて、営業損失及び経常損失は16百万

円、税引前当期純損失は126百万円それ

ぞれ増加している。  
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項目 
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

  (9) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による定額法により費用処理して

いる。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしている。 

(9) 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、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高

は42,960百万円である。 

 完成工事高の計上は、工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上について工事進行

基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用している。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高

は37,196百万円である。 

７ 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いる。 

─────── 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっている。 

 また、金利スワップ取引については特

例処理によっている。 

(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…変動金利の借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

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

的で金利スワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約毎に行ってい

る。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (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

していることをもって有効性の判定に代

えている。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ 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、税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信

55



会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていたが、「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））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度から適用することができることになった

ことに伴い、当事業年度より、これらの会計基準等を適用

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

いる。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響はない。 

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信

56



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

１※１ 支払手形及び工事未払金のうち関係会社に対する

ものは次のとおりである。 

１※１ 支払手形及び工事未払金のうち関係会社に対する

ものは次のとおりである。 

工事未払金 百万円2,153 工事未払金 百万円904

２※２ 下記の資産は、短期借入金1,580百万円の担保に

供している。 

(簿価による) 

２※２ 下記の資産は、短期借入金1,580百万円の担保に

供している。 

(簿価による) 

土地    百万円703

建物   58

計  761

土地 百万円503

建物  30

計  533

３※３ 過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。 

３※３ 過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、建物105百万円及び工具器具・備品

12百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除している。 

４   偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。 

４   偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して保

証を行っている。 

新潟万代島ビルディング㈱     百万円377

ホテル朱鷺メッセ㈱   237

医療法人桑名恵風会  142

㈱カイハツ 
 

 

(811)

138

ＦＫ商事㈱  82

福田不動産㈱   15

タイフクダコーポレーション

リミテッド 
 13

計  1,006

新潟万代島ビルディング㈱ 百万円349

ＦＫ商事㈱  245

ホテル朱鷺メッセ㈱   221

㈱レックス   190

医療法人桑名恵風会  99

㈱カイハツ 
 

 

(564)

95

福田アセット＆サービス㈱   15

タイフクダコーポレーション

リミテッド 
 13

計  1,231

なお、㈱カイハツの( )内には、共同保証総額を

記載している。 

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コンベンション

ホテル㈱が商号変更したものである。  

なお、㈱カイハツの( )内には、共同保証総額を

記載している。 

福田アセット＆サービス㈱は、福田不動産㈱が商

号変更したものである。  

分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証 

２社 百万円640 ３社 百万円265

５   受取手形割引高 百万円609 ５         ──────  

６※４ 決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日をも

って決済処理している。したがって、当期末日が

金融機関の休業日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれている。 

６※４ 決算期末日満期手形の会計処理は手形交換日をも

って決済処理している。したがって、当期末日が

金融機関の休業日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれている。 

受取手形 百万円7

支払手形 百万円5

受取手形 百万円205
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（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１※１ 営業外収益及び営業外費用のうち関係会社との取

引にかかるものが次のとおり含まれている。 

１※１ 営業外収益及び営業外費用のうち関係会社との取

引にかかるものが次のとおり含まれている。 

受取配当金 百万円238

預託金償還益 百万円162

受取配当金 百万円29

  

２※２ 賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。 ２※２ 賞与引当金繰入額は次のとおり配賦している。 

販売費及び一般管理費 百万円22

完成工事原価  44

未成工事支出金  4

計  71

販売費及び一般管理費 百万円18

完成工事原価  46

未成工事支出金  4

計  69

３※３ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は23百万円である。 

３※３ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は63百万円である。 

４※４ 不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。 ４※４ 不動産事業販売費の内訳は次のとおりである。 

従業員給与手当 百万円9

修繕維持費  5

租税公課  29

その他  17

計  62

従業員給与手当 百万円6

修繕維持費  7

租税公課  54

支払手数料  8

その他  78

計  155

５※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 ５※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

土地 百万円36

船舶   3

機械装置   3

その他   0

計  43

土地   百万円85

建物   1

その他   0

計  86

６※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 ６※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物 百万円90

構築物  1

その他  0

計  91

機械装置 百万円11

建物  8

その他  2

計  23

７※７ 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 ７※７ 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 

建物   百万円34

土地  15

機械装置   1

その他  1

計  52

建物 百万円72

土地  3

その他  1

計  77
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前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

８                  ────── ８※８ 減損損失 

          当社グループは、以下の資産グループについて 

   減損損失を計上した。 

(経緯) 

 当社グループの事業構造改革の施策として、保有施設の

整理統合を実施し、固定資産の効率化を図ることとしてい

る。その検討の結果、統廃合を進める過程で余剰となる不

動産を売却する方針としたため、資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として認

識した。 

用途 種類 場所 
金額
(百万円) 

事業用 

不動産 

土地、 

建物等 
新潟県上越市など  153

賃貸用 

不動産 

土地、 

建物等 
新潟市中央区など  1,088

遊休 

不動産 
土地 山形県山形市など  99

福利厚

生施設 

土地、 

建物等
さいたま市浦和区など  432

計  1,774

  (主な種類ごとの金額の内訳) 

(グルーピングの方法) 

 売却を目的とするため、個々の物件単位でグルーピング

している。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 不動産鑑定評価基準もしくは固定資産税評価額を基準と

して算定している。 

建物・構築物 百万円977

土地  747

その他  50

計  1,774
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

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株式数の増加117,232株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少30,949株は、単

元未満株式の買増し請求による減少である。  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

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株式数の増加8,219株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少3,126株は、単元未

満株式の買増し請求による減少である。  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

自己株式                     

普通株式 （注）  188,280  117,232  30,949  274,563

合計  188,280  117,232  30,949  274,563

  
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） 

自己株式                     

普通株式 （注）  274,563  8,219  3,126  279,656

合計  274,563  8,219  3,126  279,656
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（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１株当たり純資産額             271.52円                   327.76円 

１株当たり当期純利益又は当期純

損失（△） 
        △168.40円               58.29円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
― ― 

  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、潜在株式が存在しないため

記載していない。 

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

ないため記載していない。 

  １株当たり当期純損失算定上の基礎 

損益計算書上の当期純損失 

百万円7,531

１株当たり当期純利益算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益 

百万円2,603

  普通株式に係る当期純損失 

百万円7,531

普通株式に係る当期純利益 

百万円2,603

  普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

 該当事項なし。 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

 該当事項なし。 

  普通株式の期中平均株式数 

株44,725,773

普通株式の期中平均株式数 

株44,662,828
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前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略している。 

  

当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項なし。 

（重要な後発事象）

㈱福田組(1899)　平成21年12月期決算短信

62



(1）役員の異動（平成22年３月26日予定） 

 ① 代表者の異動 

     該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

   該当事項はありません。 

 ・退任予定取締役 

      取締役副社長執行役員       井上 靖武               

 ・新任監査役候補 

   常勤監査役            西脇 武志    （現、顧問）   

 ・退任予定監査役   

   常勤監査役            西山 陽一郎 

以上 

  

６．その他
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(2）個別の受注高、売上高及び次期繰越高 

① 受注高 

② 売上高 

  

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業         

建築         

官公庁（百万円）  4,814  6,388  1,574  32.7

民間（百万円）  43,110  33,257  △9,852  △22.9

計（百万円）  47,924  39,645  △8,278  △17.3

土木         

官公庁（百万円）  18,419  13,486  △4,933  △26.8

民間（百万円）  13,477  6,914  △6,563  △48.7

計（百万円）  31,897  20,400  △11,496  △36.0

合計         

官公庁（百万円）  23,233  19,874  △3,359   △14.5

民間（百万円）  56,587  40,171  △16,416  △29.0

計（百万円）  79,821  60,046  △19,775  △24.8

不動産事業（百万円）  1,046  5,527  4,480  428.2

合計（百万円）  80,868  65,573  △15,294  △18.9

区分 前期 当期 比較増減 増減率（％）

建設事業         

建築         

官公庁（百万円）  1,509  4,570  3,061  202.9

民間（百万円）  69,608  40,631  △28,977  △41.6

計（百万円）  71,117  45,201  △25,916  △36.4

土木         

官公庁（百万円）  19,096  16,702  △2,393  △12.5

民間（百万円）  7,851  6,806  △1,044  △13.3

計（百万円）  26,947  23,509  △3,438  △12.8

合計         

官公庁（百万円）  20,605  21,273  668  3.2

民間（百万円）  77,460  47,437  △30,022  △38.8

計（百万円）  98,065  68,710  △29,354  △29.9

不動産事業（百万円）  1,225  2,904  1,678  136.9

合計（百万円）  99,291  71,614  △27,676  △27.9
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③ 次期繰越高 

  

区分 前期末 当期末 比較増減 増減率（％）

建設事業         

建築         

官公庁（百万円）  4,667  6,484  1,817  39.0

民間（百万円）  33,099  25,725  △7,373  △22.3

計（百万円）  37,766  32,210  △5,555  △14.7

土木         

官公庁（百万円）  16,871  13,655  △3,216  △19.1

民間（百万円）  10,479  10,588  108  1.0

計（百万円）  27,351  24,243  △3,108  △11.4

合計         

官公庁（百万円）  21,538  20,140  △1,398  △6.5

民間（百万円）  43,579  36,313  △7,265  △16.7

計（百万円）  65,118  56,453  △8,664  △13.3

不動産事業（百万円）  54  2,677  2,622  4,774.3

合計（百万円）  65,172  59,131  △6,041  △9.3
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