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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 54,017 △17.4 1,530 24.8 1,160 34.0 △770 ―
21年3月期 65,363 △17.6 1,226 △5.4 866 △2.4 181 △85.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 △7.33 ― △15.3 2.7 2.8
21年3月期 1.73 ― 3.4 1.8 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 38,711 4,833 12.5 46.00
21年3月期 48,011 5,238 10.9 49.84

（参考） 自己資本   22年3月期  4,833百万円 21年3月期  5,238百万円

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

22年3月期 5,115 △174 △5,188 3,946
21年3月期 △7,705 △1,384 7,849 4,195

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 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 26,800 0.2 420 37.8 250 90.7 125 208.5 1.19

通期 53,300 △1.3 950 △37.9 600 △48.3 400 ― 3.81
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定となる株式数については、２４ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 106,142,250株 21年3月期 106,142,250株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,063,943株 21年3月期  1,028,859株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 52,321 △17.9 1,383 17.0 1,032 △8.7 △834 ―
21年3月期 63,757 △17.5 1,182 6.6 1,130 61.7 494 △58.4

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

22年3月期 △7.94 ―
21年3月期 4.71 ―

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

22年3月期 38,515 4,791 12.4 45.60
21年3月期 47,798 5,270 11.0 50.14

（参考） 自己資本 22年3月期  4,791百万円 21年3月期  5,270百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※上記の予想は本資料の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ます。 
  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可能性があります。 

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

26,200 1.4 370 74.0 200 309.7 100 ― 0.95

通期 52,000 △0.6 850 △38.6 500 △51.6 350 ― 3.33
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  (1）経営成績に関する分析 

①当期の業績 

当連結会計年度のわが国経済は、世界的な景気後退局面から持ち直してきており、企業業績は改

善傾向にありますが、雇用情勢は依然として厳しく、景気回復のペースは緩やかにとどまるものと

思われます。 

この間、当建設業界におきましては、公共投資は頭打ちとなっております。政府の緊急経済対策

の効果などから、民間設備投資は下げ止まりつつあり住宅投資も持ち直してきておりますが、その

動きは弱く建設投資の低迷は今後も続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループは住宅投資の低迷から受注の減少に歯止めがかからず、当連

結会計年度の受注高は45,361百万円（前連結会計年度比13.1％減）、売上高は54,017百万円（前連

結会計年度比17.4％減）となりました。 

損益面につきましては、選別受注を進めたこと、資材の調達コストが削減できたこと、販管費を

徹底して削減したことなどにより、営業利益が1,530百万円（前連結会計年度比24.8％増）、経常

利益が1,160百万円（前連結会計年度比34.0％増）となりましたが、当期純利益につきましては、

不採算事業の縮小や営業拠点の見直しに伴う早期退職優遇制度を実施したことによる特別損失908

百万円等を計上した結果、770百万円の当期純損失（前連結会計年度は181百万円の当期純利益）と

なりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  （建設事業） 

当社グループの受注高につきましては、45,361百万円（前連結会計年度比13.1％減）、完成工事

高は、51,916百万円（前連結会計年度比18.9％減）、営業利益は1,824百万円（前連結会計年度比

7.5％増）となりました。 

当社の受注高につきましては、44,551百万円（前年度比13.4％減）、完成工事高は、50,936百万

円（前年度比19.5％減）となりました。なお、受注高における建築と土木の構成比率は、建築工事

が93.7％、土木工事が6.3％、また、完成工事高の工事別内訳は、建築工事が90.0％、土木工事が

10.0％となりました。 
  

  （不動産事業等） 

当社グループの不動産事業等（不動産の売買、賃貸管理ならびに保険の代理業等）の売上高は

2,100百万円（前連結会計年度比58.3％増）、営業利益は151百万円（前連結会計年度は32百万円の

営業損失）となりました。 
  

   ②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、世界経済は回復基調にはあるものの、その動きは弱く、景気の先

行きは不透明で、今後においても厳しい状況が続くものと予想されております。 

このような状況の中で、当社は近隣対策からアフターメンテナンスまで一貫したマンション施工

のノウハウに一層磨きを掛けるとともに、マンション以外の一般建築、リニューアル事業を第２、

第３の戦略部門として強化を図り、安定した受注規模を確保するための体制を構築してまいりま

す。 

次期の連結業績につきましては、売上高が53,300百万円（当連結会計年度比1.3％減）、経常利

益が600百万円（当連結会計年度比48.3％減）、当期純利益が400百万円（当連結会計年度は770百

万円の当期純損失）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

＜資産＞  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度比9,300百万円減の38,711百万円となりました。

流動資産は前連結会計年度比9,770百万円減の32,674百万円、固定資産は前連結会計年度比470百万

円増の6,036百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は、施工高の減少により「受取手形・完成工事未収入金等」が4,983百

万円、「未成工事支出金」が3,649百万円減少したことなどによるものです。固定資産増加の主な

１．経営成績
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要因は、保有有価証券の当連結会計年度末時価が上昇したことにより「投資有価証券」が361百

万円増加したことなどによるものです。 

  

＜負債＞  

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度比8,895百万円減の33,877百万円となりまし

た。流動負債は前連結会計年度比9,870百万円減の30,929百万円、固定負債は前連結会計年度比975

百万円増の2,948百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、施工高の減少により「支払手形・工事未払金等」が3,524百万円減

少したこと、有利子負債の削減により「短期借入金」が5,334百万円減少したことなどによるもの

です。固定負債増加の主な要因は、早期退職優遇制度を実施したことにより「退職給付引当金」が

930百万円増加したことなどによるものです。 

  

＜純資産＞  

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度比405百万円減の4,833百万円となりました。

減少の主な要因は、保有有価証券の当連結会計年度末時価が上昇したことにより「その他有価証

券評価差額金」が366百万円増加したものの、当期純損失を770百万円計上したことなどによるもの

です。  

   

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や未成工事支出金の減少などにより、

5,115百万円の資金の増加（前連結会計年度は7,705百万円の資金の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入れによる支出などにより、174百万円の

資金の減少（前連結会計年度は1,384百万円の資金の減少）となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、5,188百万円の資金の

減少（前連結会計年度は7,849百万円の資金の増加）となりました。 

これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より248百万円

減少し、3,946百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※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。 

※キャッシュ・フローは、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・フローを使用しておりま

す。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※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全ての負債を対象としておりま

す。 

※平成20年３月期及び平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシ

オについては、キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。  

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(%)  11.1  7.3  11.1  10.9  12.5

時価ベースの自己資本比率(%)  27.6  18.3  12.4  5.3  10.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  2.4  4.3  －  －  3.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  14.1  9.2  －  －  15.3
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

株主に対する利益剰余金につきましては、安定配当を基本方針とし、株主利益の増大を念頭に置

いて、当期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。 

当期の配当につきましては、遺憾ながら損失計上となりましたため、無配とさせていただきま

す。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、建設業の特性である工

事の着工から完成引渡しまでの期間が長いという事情があり、以下の項目を認識しております。 

なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現

在において判断したものであります。 

  

①事業環境の変化に伴うリスク 

住宅市場動向、公共投資の大幅な変動があった場合、業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

当社グループは、住宅需要の低迷や公共投資の減少による影響を受け、近年は受注、売上とも

大幅に減少しておりますが、これらの経営環境の変動に対応すべく早期退職優遇制度を実施し、

不採算事業・不採算拠点からの縮小・撤退を行っております。当該制度実施により、次期（平成

23年３月期）で660百万円の人件費削減効果を見込んでおり、当連結会計年度と同水準の受注

高・売上高で十分利益が確保できる体制を構築しております。 

  

当社グループの受注高・売上高の推移              （単位：百万円） 

  

②資材価格の変動に伴うリスク 

原材料等の価格が高騰した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、平成22年３月に「価格競争力強化プロジェクト」を立ち上げ、価格競争力を

抜本的に強化することにより、受注力の強化・拡大を図ると共に、資材価格の高騰の影響を 小

限にする体制を構築しております。 

  

③取引先の信用リスク 

工事代金を受領する前に取引先が信用不安等に陥った場合、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

④金利水準等の変動リスク 

予期せぬ経済情勢の変化により金利が急激に上昇した場合、又は、株価が大幅に下落した場

合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤災害発生に伴うリスク 

施工中に天候等の原因により予期せぬ災害が発生した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

受注高   73,715   52,205   45,361

売上高   79,278   65,363   54,017
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当社グループは、当社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事

業としております。当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、主

に次のとおりであります。 

建  設  事  業 当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、ＤＡＩＭアメニティ株式会

社、テクノワークス株式会社、株式会社ＤＡIＭは建設事業を営んでおります。

また、関連会社である金岡単身寮ＰＦＩ株式会社は建設事業を営んでおりま

す。 

不 動 産 事 業 等 当社及び連結子会社である大末サービス株式会社、非連結子会社であるダイス

エ開発株式会社は、不動産事業を営んでおります。また、大末サービス株式会

社は、保険の代理業を営んでおります。連結子会社であるテクノワークス株式

会社は、労働者派遣業、警備業を営んでおります。 

  

 （注） ※は持分法非適用会社である。 

  

関係会社の状況 

  (注) １ 連結子会社各社は、平成21年９月24日付で本社を大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号に移転しておりま

す。 

２ ＤＡＩＭアメニティ株式会社は、平成21年４月１日付をもって社名をアメニティサポート株式会社から、

ＤＡＩＭアメニティ株式会社に変更しております。 

  

２．企業集団の状況

名  称 住  所 
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の
所有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）           

大末サービス㈱ 大阪市中央区  20
建設事業 

不動産事業等 
 100.0

当社グループの保険代理業務

不動産の管理等 

ＤＡＩＭアメニテ

ィ㈱ 
大阪市中央区   160 建設事業   100.0

当社グループからの土木建築

工事の請負業務及びコンサル

ティング業務 

テクノワークス㈱ 大阪市中央区  40

建設事業  

不動産事業等 

(労働者派遣業、

警備業) 

 100.0

当社グループからの土木建築

工事の請負業務及び当社グル

ープへの労働者派遣業務、警

備業務 

㈱ＤＡＩＭ 大阪市中央区  50 建設事業  100.0

当社グループからの土木建築

工事の請負業務及びコンサル

ティング業務 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、誠実をもってお客様の信頼を得るという一貫した理念に基づき、建設業を通じ

て豊かな人間生活に貢献することを経営理念としております。 

当社グループの強みは、「お客様の期待に応える対応力」と「高い技術と革新性を常に追求する

姿勢」であり、洗練された 高の住環境をお客様と共に創り上げる総合建設企業として、日々夢を

もって技術を研鑽してまいります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、早期退職優遇制度を実施し、不採算事業・不採算拠点の縮小を図る一方、リニ

ューアル部門を強化し事業部に格上げする等、厳しい経営環境を乗り切るための体制作りを着実に

進めてまいりました。 

今後は、一段と収益力を向上させ、経営基盤の安定化を図るため、以下の経営戦略を実行してま

いります。  

①マンション施工品質の一段の向上 

過去来培ってきた、近隣対策からアフターメンテナンスまで一貫したマンション施工のノウハ

ウに一段の磨きをかけ、当社の強みであるマンション事業でのお客様満足を向上させること

で、同事業の更なる競争力強化を図ります。 

②一般建築部門の強化 

従来から得意としてきた、工場倉庫・冠婚葬祭業・居住系建築等を中心に、品質とお客様満足

の更なる向上を図り、得意分野での一段の競争力強化を図ります。 

③リニューアル部門の拡大 

既存のお客様に対するアフターメンテナンス体制を強化し、お客様からの信頼を高めること

で、リピーターを増やしてまいります。また、耐震改修や環境対応といった成長マーケットに

も積極的に対応すべく、技術力・提案力の向上に努めてまいります。 

   

(3）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 ※2  4,902 ※2  4,803

受取手形・完成工事未収入金等 ※2  30,010 ※2  25,027

販売用不動産 ※2  1,338 ※2  1,327

未成工事支出金 4,738 1,089

材料貯蔵品 20 －

短期貸付金 137 128

その他 2,022 634

貸倒引当金 △725 △336

流動資産合計 42,445 32,674

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2  2,359 ※2  2,406

機械、運搬具及び工具器具備品 442 422

土地 ※2  1,742 ※2  1,750

減価償却累計額 △1,212 △1,260

有形固定資産計 3,330 3,319

無形固定資産 131 156

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2, ※5  1,059 ※1, ※2, ※5  1,420

長期貸付金 64 48

その他 ※2  1,008 ※2  1,832

貸倒引当金 △27 △740

投資その他の資産計 2,104 2,560

固定資産合計 5,566 6,036

資産合計 48,011 38,711

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,211 11,686

短期借入金 ※2  20,897 ※2  15,562

未払法人税等 51 56

未成工事受入金 2,380 1,209

完成工事補償引当金 145 115

賞与引当金 103 90

工事損失引当金 7 24

その他 ※5  2,003 ※5  2,184

流動負債合計 40,799 30,929

固定負債   

長期借入金 ※2  59 ※2  16

繰延税金負債 4 27

退職給付引当金 1,873 2,804

その他 35 99

固定負債合計 1,973 2,948

負債合計 42,773 33,877

大末建設㈱(1814)平成22年３月期　決算短信

8



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307

資本剰余金 572 －

利益剰余金 △219 △417

自己株式 △89 △90

株主資本合計 5,569 4,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △331 34

評価・換算差額等合計 △331 34

純資産合計 5,238 4,833

負債純資産合計 48,011 38,711
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

完成工事高 64,036 51,916

不動産事業等売上高 1,327 2,100

売上高合計 65,363 54,017

売上原価   

完成工事原価 59,443 ※1  47,493

不動産事業等売上原価 ※2  1,194 ※2  1,785

売上原価合計 60,637 49,279

売上総利益   

完成工事総利益 4,592 4,422

不動産事業等総利益 133 315

売上総利益合計 4,726 4,738

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  3,499 ※3, ※4  3,207

営業利益 1,226 1,530

営業外収益   

受取利息 36 38

受取配当金 21 13

保険配当金 4 13

その他 36 21

営業外収益合計 98 86

営業外費用   

支払利息 387 385

手形売却損 29 53

売上割引 19 －

その他 22 16

営業外費用合計 458 456

経常利益 866 1,160

特別利益   

前期損益修正益 ※5  0 ※5  3

固定資産売却益 － ※6  0

賞与引当金戻入額 － 91

特別利益合計 0 95

特別損失   

前期損益修正損 ※7  1 ※7  3

固定資産売却損 ※8  0 －

固定資産除却損 ※9  9 ※9  5

貸倒引当金繰入額 538 930

過年度完成工事補修費 0 －

セカンドキャリア実施に伴う退職給付費用 － 908

その他 128 132

特別損失合計 678 1,980

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

188 △724

法人税、住民税及び事業税 44 48

法人税等調整額 △37 △2

法人税等合計 6 45

当期純利益又は当期純損失（△） 181 △770
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,307 5,307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,307 5,307

資本剰余金   

前期末残高 572 572

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － △572

当期変動額合計 － △572

当期末残高 572 －

利益剰余金   

前期末残高 △401 △219

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － 572

当期純利益又は当期純損失（△） 181 △770

当期変動額合計 181 △197

当期末残高 △219 △417

自己株式   

前期末残高 △86 △89

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △89 △90

株主資本合計   

前期末残高 5,390 5,569

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 181 △770

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 178 △771

当期末残高 5,569 4,798
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 44 △331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 366

当期変動額合計 △375 366

当期末残高 △331 34

評価・換算差額等合計   

前期末残高 44 △331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 366

当期変動額合計 △375 366

当期末残高 △331 34

純資産合計   

前期末残高 5,435 5,238

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 181 △770

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 366

当期変動額合計 △196 △405

当期末残高 5,238 4,833
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

188 △724

減価償却費 88 98

貸倒引当金の増減額（△は減少） 731 324

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 930

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △12

工事損失引当金の増減額（△は減少） △156 16

投資有価証券売却損益（△は益） 30 －

受取利息及び受取配当金 △57 △51

支払利息 387 385

有形固定資産除却損 8 5

売上債権の増減額（△は増加） 11 3,798

未成工事支出金の増減額（△は増加） 232 3,649

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 505 14

仕入債務の増減額（△は減少） △7,979 △3,524

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,009 △1,171

預り金の増減額（△は減少） 919 △183

その他 △1,015 1,868

小計 △7,316 5,423

利息及び配当金の受取額 84 66

利息の支払額 △414 △333

法人税等の支払額 △57 △40

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,705 5,115

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 △691 △86

投資有価証券の取得による支出 △226 △10

投資有価証券の売却による収入 2 －

貸付けによる支出 △53 △4

貸付金の回収による収入 65 28

敷金及び保証金の差入による支出 △28 △91

敷金及び保証金の回収による収入 17 112

定期預金の預入による支出 △888 △1,714

定期預金の払戻による収入 388 1,564

その他 29 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,384 △174

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） 8,111 △5,300

長期借入れによる収入 107 64

長期借入金の返済による支出 △140 △141

預り担保金の純増減額（△は減少） △225 190

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,849 △5,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,239 △248

現金及び現金同等物の期首残高 5,435 4,195

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,195 ※1  3,946
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該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社数    ４社 連結子会社数    ４社 

  連結子会社名 

大末サービス㈱ 

アメニティサポート㈱ 

テクノワークス㈱ 

㈱ＤＡＩＭ 

連結子会社名 

大末サービス㈱ 

ＤＡＩＭアメニティ㈱ 

テクノワークス㈱ 

㈱ＤＡＩＭ 

  非連結子会社名 

ダイスエ開発㈱ 

非連結子会社名 

ダイスエ開発㈱ 

  非連結子会社１社は、小規模会社であ

り、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、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名 

非連結子会社名 

ダイスエ開発㈱ 

持分法非適用の非連結子会社名及び関連会

社名 

非連結子会社名 

ダイスエ開発㈱ 

  関連会社名 

金岡単身寮ＰＦＩ㈱ 

関連会社名 

金岡単身寮ＰＦＩ㈱ 

  上記の持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、すべて連結財務

諸表提出会社と同じであります。 

同左 

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 

  たな卸資産 

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） 

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 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  開発事業支出金 

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） 

開発事業支出金 

同左 

  材料貯蔵品 

先入先出法による原価法  

（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） 

材料貯蔵品 

先入先出法による原価法  

（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日公表分）を適用しており

ます。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ15百万

円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物・構築物 ３年～49年

機械、運搬具及び工具器

具備品 
２年～20年

  

  

  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  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。 

リース資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３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

上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

引渡しの終了した工事に対する瑕疵担保

及びアフターサービス費に充てるため、瑕

疵担保実績率に基づき計上しております。

完成工事補償引当金 

同左 

  賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

賞与引当金 

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、連結会計年度末において見込まれる未

引渡工事の損失発生見込額を計上しており

ます。 

工事損失引当金 

同左 

  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おります。

会計基準変更時差異（2,745百万円）に

ついては、15年による均等額を費用処理し

ております。 

数理計算上の差異については、発生の翌

連結会計年度から、過去勤務債務について

は、発生の当連結会計年度から、それぞれ

平均残存勤務期間以内の一定の年数である

10年で定額法により費用処理することとし

ております。 

退職給付引当金 

同左 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。 

数理計算上の差異を翌連結会計年度から

償却することとしておりますが、（追加情

報）に記載のとおり、「セカンドキャリア

支援制度（早期退職優遇制度）」実施に伴

い、制度対象者に対応する数理計算上の差

異 百万円については、当連結会計年度に

償却しており、税金等調整前当期純損失

は、 百万円増加しております。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する

退職給付債務の差額の未処理残高は 百

万円であります。 

（追加情報） 

なお、「セカンドキャリア支援制度（早

期退職優遇制度）」実施に伴い、制度対象

者に対応する未認識債務の一括償却等908

百万円を、特別損失に計上しております。

64

64

302
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

────── 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。  

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準について

は、従来、長期（工期12ヶ月超）の工事に

ついては工事進行基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日）を当連結会計年度より適用

し、当連結会計年度に着手した工事契約か

ら、当連結会計年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は2,660百万円増加

し、営業利益、経常利益はそれぞれ166百

万円増加し、税金等調整前当期純損失は

166百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。  

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

    

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

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（工期12ヶ月超）の

工事については、工事進行基準によってお

ります。 

工事進行基準によった完成工事高は、 

45,130百万円、完成工事原価は、42,128百

万円であります。 

────── 

連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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は全面

時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。 

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 

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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

同左 

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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「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

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はありません。  

────── 

 

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「その他のたな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「販売用不動産」「材料貯蔵品」

に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他のたな卸資産」に含ま

れる「販売用不動産」「材料貯蔵品」は、それぞれ1,847

百万円、16百万円であります。  

──────  

────── 

  

「材料貯蔵品」は、当連結会計年度において、金額的重

要性が乏しくなったため、流動資産の「その他」に含めて

おります。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「材

料貯蔵品」は16百万円であります。  

大末建設㈱(1814)平成22年３月期　決算短信

18



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりであります。 

※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりであります。 

  

投資有価証券（株式） 百万円14 投資有価証券（株式） 百万円14

※２ 下記の資産は、長期借入金59百万円、短期借入金

20,807百万円（一年内返済予定の長期借入金85百万円

を含む）の担保に供しております。 

なお、投資有価証券のうち50百万円は、営業保証金

として差し入れております。 

※２ 下記の資産は、長期借入金16百万円、短期借入金

15,562百万円（一年内返済予定の長期借入金51百万円

を含む）の担保に供しております。 

なお、投資有価証券のうち50百万円は、営業保証金

として差し入れております。 

預金 百万円1,064

受取手形  6,526

完成工事未収入金  320

販売用不動産   218

建物  1,356

土地  1,603

投資有価証券  107

事業保険金  189

計  11,387

預金 百万円1,184

受取手形  5,652

完成工事未収入金  126

販売用不動産   207

建物  1,323

土地  1,603

投資有価証券  137

事業保険金  138

計  10,373

また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、20,482百万円でありま

す。 

  

また、上記の他、工事請負代金の債権譲渡担保差入

証書を差し入れており、これに対応する工事請負代金

総額（既入金額を除く）は、18,014百万円でありま

す。 

 ３ 保証債務 

連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。 

 ３ 保証債務 

連結会社以外の会社が顧客からの前受金について、

信用保証会社等から保証を受けており、この前受金保

証について連結会社が信用保証会社等に対して保証を

行っております。 

  

  保証額 

㈱マリモ他１社 百万円64

  保証額 

日本エスリード㈱他１社 百万円278

  

 ４ 受取手形割引高 百万円300  ４ 受取手形割引高 百万円1,955

※５ 貸付有価証券及び預り担保金 

投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式298百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金227百万円が流

動負債のその他に含まれております。 

※５ 貸付有価証券及び預り担保金 

投資有価証券には、株券貸借取引により、金融機関

に貸出している上場株式676百万円が含まれており、

その担保として受け入れた預り担保金418百万円が流

動負債のその他に含まれております。 
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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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １        ──────  ※１  完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額

    百万円24

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  

不動産事業等売上原価 百万円15 不動産事業等売上原価 百万円10

※３ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

※３ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

  

従業員給料手当 百万円1,415

賞与引当金繰入額  28

退職給付費用  307

地代家賃  398

従業員給料手当 百万円1,350

賞与引当金繰入額  26

退職給付費用  352

地代家賃  277

※４ 研究開発費 

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は26百万円

であります。 

  

※４ 研究開発費 

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 百万円

であります。 

18

※５ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 ※５ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 

  

過年度完成工事高修正    百万円0

過年度完成工事原価修正  0

過年度不動産事業等売上高修正  0

計  0

過年度経費戻入額 百万円3

 ６        ────── 

  

※６ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  

機械、運搬具及び工具器具備品 百万円0

※７ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※７ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 

  

過年度不動産事業等売上高修正 百万円1

過年度不動産事業等売上原価修正  0

計  1

過年度完成工事高修正 百万円3

※８ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  ８        ────── 

  

電話加入権 百万円0   

※９ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※９ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  

建物・構築物 百万円1

機械、運搬具及び工具器具備品  8

計  9

建物・構築物 百万円3

機械、運搬具及び工具器具備品 

ソフトウェア  

 

  

2

0

計  5
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

 （注）１ 増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 減少は単元未満株式の買増請求によるものであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

 （注）１ 増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 減少は単元未満株式の買増請求によるものであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  106,142,250  －  －  106,142,250

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  954,310  95,680  21,131  1,028,859

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  106,142,250  －  －  106,142,250

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  1,028,859  41,287  6,203  1,063,943

（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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３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 

現金預金 連結貸借対照表計上額 百万円4,902

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △707

現金及び現金同等物  4,195

現金預金 連結貸借対照表計上額 百万円4,803

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △857

現金及び現金同等物  3,946
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（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） 

不動産事業等
（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  64,036  1,327  65,363  －  65,363

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1  264  265  (265)  －

計  64,038  1,591  65,629  (265)  65,363

営業費用  62,341  1,624  63,965  172  64,137

営業利益又は営業損失（△）  1,696  △32  1,664  (437)  1,226

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的 

支出 
                             

資産  36,100  1,625  37,726  10,285  48,011

減価償却費  3  16  20  67  87

資本的支出  0  21  21  738  760

  
建設事業
（百万円） 

不動産事業等
（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  51,916  2,100  54,017  －  54,017

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1  141  143  (143)  －

計  51,917  2,242  54,160  (143)  54,017

営業費用  50,093  2,091  52,184  302  52,486

営業利益  1,824  151  1,975  (445)  1,530

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的 

支出 
                             

資産  26,836  1,679  28,516  10,194  38,711

減価償却費  4  15  20  77  98

資本的支出  1  30  31  85  116
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 （注）１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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おります。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸、保険の代理業、一般労働者派遣業他 

２ 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金額は、前連結会計年度436百万円、当

連結会計年度434百万円であり、その主なものは、提出会社本社の経営企画部等管理部門に係る費用であり

ます。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度11,196百万円、当連結会計年

度10,995百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金預金）、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ます。 

４ 会計方針の変更 

前連結会計年度 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の

評価基準及び評価方法 たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、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日公表分）を適用しております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が「不動産事業等」で15百万円増加しております。
  
当連結会計年度  

（工事契約に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4）に記載のとおり、当連結会計年度より「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べ、売上高が「建設事業」で2,660百万円増加し、営業利益、経常利益はそれぞ

れ166百万円増加し、税金等調整前当期純損失は166百万円減少しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円49.84

１株当たり当期純利益 円1.73

１株当たり純資産額 円46.00

１株当たり当期純損失 円7.33

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

    
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円）  181  △770

普通株主に帰属しない金額 （百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△） 
（百万円）  181  △770

普通株式の期中平均株式数 （千株）  105,152  105,096

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当社は、平成21年６月16日開催の第63回定時株主総会

において、会社法第448条第１項及び第452条の規定に基

づき、資本準備金全額を取り崩し、繰越損失を解消する

とともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保

することを目的として、資本準備金の額の減少ならびに

剰余金の処分について決議しております。 

  

────── 

１ 資本準備金の額の減少の要領 

資本準備金全額を取り崩し、その他資本剰余金に振り

替えを行います。 

 

  

  

① 減少する資本準備金の額 

資本準備金 572,200,000円 

 

  

② 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 

平成21年７月18日 

 

  

  

２ 剰余金の処分の要領 

上記振り替え後のその他資本剰余金をさらに繰越利益

剰余金に振り替えを行います。 

  

① 減少する剰余金の項目とその額 

その他資本剰余金 572,200,000円 

  

② 増加する剰余金の項目とその額 

繰越利益剰余金  572,200,000円 

  

  

３ 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の日程 

取締役会決議日     平成21年５月11日 

株主総会決議日     平成21年６月16日 

債権者異議申述公告   平成21年６月17日（予定） 

債権者異議申述 終期日 平成21年７月17日（予定） 

効力発生日       平成21年７月18日（予定） 
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リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、企業結合等、賃貸等不動産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おります。 

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,499 4,454 

受取手形 8,446 6,131 

完成工事未収入金 21,409 18,756 

販売用不動産 1,336 1,325 

未成工事支出金 4,662 1,073 

前払費用 133 68 

短期貸付金 137 128 

未収入金 1,552 325 

差入保証金 272 134 

その他 261 186 

貸倒引当金 △722 △335 

流動資産合計 41,988 32,250 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,060 2,102 

減価償却累計額 △675 △723 

建物（純額） 1,384 1,379 

構築物 58 55 

減価償却累計額 △30 △33 

構築物（純額） 27 22 

工具器具・備品 174 147 

減価償却累計額 △89 △75 

工具器具・備品（純額） 84 71 

土地 1,610 1,611 

有形固定資産計 3,107 3,084 

無形固定資産   

ソフトウエア 19 11 

ソフトウエア仮勘定 67 97 

電話加入権 40 40 

施設利用権 0 － 

リース資産 － 2 

無形固定資産計 127 152 

投資その他の資産   

投資有価証券 998 1,339 

関係会社株式 623 623 

従業員に対する長期貸付金 28 22 

敷金及び保証金 194 175 

事業保険金 336 254 

破産債権、更生債権等 － 1,191 

その他 414 156 

貸倒引当金 △21 △736 

投資その他の資産計 2,574 3,027 

固定資産合計 5,809 6,264 

資産合計 47,798 38,515 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,284 5,664 

工事未払金 6,820 5,888 

短期借入金 20,807 15,562 

リース債務 － 0 

未払法人税等 44 41 

未払消費税等 335 478 

未成工事受入金 2,348 1,199 

預り金 1,299 1,327 

完成工事補償引当金 145 115 

賞与引当金 96 82 

工事損失引当金 7 24 

その他 421 443 

流動負債合計 40,609 30,828 

固定負債   

長期借入金 59 16 

リース債務 － 2 

繰延税金負債 － 17 

退職給付引当金 1,853 2,781 

その他 4 77 

固定負債合計 1,917 2,895 

負債合計 42,527 33,724 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307 

資本剰余金   

資本準備金 572 － 

資本剰余金合計 572 － 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △188 △451 

利益剰余金合計 △188 △451 

自己株式 △89 △90 

株主資本合計 5,601 4,764 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △330 26 

評価・換算差額等合計 △330 26 

純資産合計 5,270 4,791 

負債純資産合計 47,798 38,515 
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

完成工事高 63,260 50,936 

不動産事業等売上高 496 1,384 

売上高合計 63,757 52,321 

売上原価   

完成工事原価 58,849 46,804 

不動産事業等売上原価 537 1,233 

売上原価合計 59,387 48,038 

売上総利益   

完成工事総利益 4,410 4,131 

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

△40 151 

売上総利益合計 4,369 4,282 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 125 113 

従業員給料手当 1,254 1,191 

賞与引当金繰入額 27 25 

退職給付費用 306 343 

法定福利費 175 178 

福利厚生費 41 39 

修繕維持費 9 19 

事務用品費 40 32 

通信交通費 179 166 

動力用水光熱費 40 32 

広告宣伝費 4 3 

貸倒引当金繰入額 190 49 

交際費 8 6 

寄付金 1 0 

地代家賃 362 259 

減価償却費 68 80 

租税公課 76 102 

保険料 15 10 

支払手数料 172 146 

雑費 86 95 

販売費及び一般管理費合計 3,187 2,899 

営業利益 1,182 1,383 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 35 37 

受取配当金 323 13 

受取地代家賃 45 55 

保険配当金 4 13 

その他 24 10 

営業外収益合計 433 129 

営業外費用   

支払利息 387 385 

手形売却損 29 53 

売上割引 19 － 

その他 48 41 

営業外費用合計 484 481 

経常利益 1,130 1,032 

特別利益   

固定資産売却益 － 0 

賞与引当金戻入額 － 91 

特別利益合計 － 91 

特別損失   

前期損益修正損 － 3 

固定資産売却損 0 － 

固定資産除却損 10 5 

貸倒引当金繰入額 533 932 

過年度完成工事補修費 0 － 

セカンドキャリア実施に伴う退職給付費用 － 908 

その他 87 131 

特別損失合計 631 1,980 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 499 △857 

法人税、住民税及び事業税 5 △22 

法人税等合計 5 △22 

当期純利益又は当期純損失（△） 494 △834 
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,307 5,307 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,307 5,307 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 572 572 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － △572 

当期変動額合計 － △572 

当期末残高 572 － 

資本剰余金合計   

前期末残高 572 572 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － △572 

当期変動額合計 － △572 

当期末残高 572 － 

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 △683 △188 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － 572 

当期純利益又は当期純損失（△） 494 △834 

当期変動額合計 494 △262 

当期末残高 △188 △451 

利益剰余金合計   

前期末残高 △683 △188 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － 572 

当期純利益又は当期純損失（△） 494 △834 

当期変動額合計 494 △262 

当期末残高 △188 △451 

自己株式   

前期末残高 △86 △89 

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △2 △1 

当期末残高 △89 △90 

株主資本合計   

前期末残高 5,109 5,601 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 494 △834 

自己株式の取得 △3 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 491 △836 

当期末残高 5,601 4,764 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 46 △330 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △376 356 

当期変動額合計 △376 356 

当期末残高 △330 26 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 46 △330 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △376 356 

当期変動額合計 △376 356 

当期末残高 △330 26 

純資産合計   

前期末残高 5,155 5,270 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 494 △834 

自己株式の取得 △3 △1 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △376 356 

当期変動額合計 114 △479 

当期末残高 5,270 4,791 
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該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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(1) 役員の異動 

   役員の異動については本日公表の「役員異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

(2) 個別受注高、売上高および次期繰越高   

  

  

６．その他

１．受注高 （単位：百万円）（注）百万円未満切捨て

項  目 
前   期 当   期 増  減 

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 金 額 比率％ 

建設

事業 

建築 

官公需  4,276    8.8  6,186    14.8  1,910  44.7

民 需  44,375    91.2  35,565    85.2  △8,809  △19.9

計  48,651  94.6  100.0  41,752  93.7  100.0  △6,899  △14.2

土木 

官公需  2,435    87.8  2,508    89.6  73  3.0

民 需  337    12.2  291    10.4  △46  △13.7

計  2,773  5.4  100.0  2,799  6.3  100.0  26  1.0

計 

官公需  6,711    13.1  8,694    19.5  1,983  29.5

民 需  44,713    86.9  35,857    80.5  △8,856  △19.8

計  51,424  100.0  100.0  44,551  100.0  100.0  △6,872  △13.4

２．売上高 （単位：百万円）（注）百万円未満切捨て

項  目 
前   期 当   期 増  減 

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 金 額 比率％ 

建設

事業 

建築 

官公需  7,951    13.7  5,950    13.0  △2,001  △25.2

民 需  50,203    86.3  39,869    87.0  △10,333  △20.6

計  58,155  91.9  100.0  45,819  90.0  100.0  △12,335  △21.2

土木 

官公需  4,651    91.1  4,801    93.8  149  3.2

民 需  453    8.9  315    6.2  △138  △30.5

計  5,105  8.1  100.0  5,116  10.0  100.0  10  0.2

計 

官公需  12,603    19.9  10,751    21.1  △1,852  △14.7

民 需  50,657    80.1  40,184    78.9  △10,472  △20.7

計  63,260  100.0  100.0  50,936  100.0  100.0  △12,324  △19.5

 不 動 産 事 業  496  ―  ―  1,384  ―  ―  888  178.8

計  63,757  ―  ―  52,321  ―  ―  △11,436  △17.9

３．次期繰越高 （単位：百万円）（注）百万円未満切捨て

項  目 
前   期 当   期 増  減 

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 金 額 比率％ 

建設

事業 

建築 

官公需  5,487    13.1  5,724    15.2  236  4.3

民 需  36,298    86.9  31,994    84.8  △4,304  △11.9

計  41,786  90.8  100.0  37,719  95.2  100.0  △4,067  △9.7

土木 

官公需  4,123    97.4  1,830    95.5  △2,293  △55.6

民 需  109    2.6  86    4.5  △23  △21.5

計  4,233  9.2  100.0  1,916  4.8  100.0  △2,316  △54.7

計 

官公需  9,611    20.9  7,554    19.1  △2,056  △21.4

民 需  36,408    79.1  32,081    80.9  △4,327  △11.9

計  46,019  100.0  100.0  39,635  100.0  100.0  △6,384  △13.9
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