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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 39,653 △16.1 3,439 △32.3 3,462 △28.2 1,658 △61.1

21年3月期 47,288 △2.2 5,082 △15.6 4,821 △13.6 4,262 0.3

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 28.83 ― 6.4 7.2 8.7
21年3月期 69.21 ― 17.7 9.5 10.7

（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 45,009 27,124 58.4 464.12
21年3月期 50,596 26,101 50.0 428.43

（参考） 自己資本   22年3月期  26,294百万円 21年3月期  25,322百万円

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 5,020 △528 △3,719 8,521
21年3月期 4,703 △642 △3,840 7,753

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 362 8.7 1.5
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 342 20.8 1.3

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 13.3

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

19,000 4.4 1,300 10.6 1,250 1.1 1,150 38.5 20.30

通期 40,000 0.9 2,900 △15.7 2,800 △19.1 2,550 53.7 45.01
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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、16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株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39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） 22年3月期 63,386,718株 21年3月期 66,386,718株

② 期末自己株式数 22年3月期  6,731,677株 21年3月期  7,281,493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 28,832 △18.9 2,562 △42.7 2,640 △36.6 2,157 △42.8

21年3月期 35,535 0.6 4,473 △18.1 4,161 △19.0 3,775 △9.0

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 37.51 ―

21年3月期 61.30 ―

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 33,708 21,156 62.7 373.28
21年3月期 36,145 19,695 54.5 333.24

（参考） 自己資本 22年3月期  21,148百万円 21年3月期  19,695百万円

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 

業績予想につきましては、本資料に記載されている、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、上記予想に関する事項は添付資料3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

14,000 7.3 1,100 34.6 1,100 20.6 1,050 55.4 18.53

通期 30,000 4.0 2,600 1.5 2,600 △1.5 2,500 15.9 44.13
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年末に発生した世界的な金融危機の影響、拡大により、年初から急激

に悪化しましたが、アジア地域等を中心とした新興国の好調な経済成長や政府による経済政策等の効果により、輸出

関連業界には一部持ち直しの兆しも現れ、企業収益も緩やかながら回復基調をたどっております。しかし、国内にお

いては、設備投資の減少、雇用環境の悪化や個人消費の低迷は続いており、景気全般は依然として厳しい状況で推移

しております。 

 当社グループはこの様な状況の中で、国内外の顧客に対し積極的な営業活動を展開いたしましたが、需要分野の設

備投資の抑制等の影響を受け、当連結会計年度における受注高は、建設工事業は国内断熱保守工事等の減少および海

外大口案件の端境期、液晶等関連のクリーンルーム内装工事が減少したこともあり、 百万円（対前年同期比

％減）の計上となり、機械器具製造業は国内定修・改造工事は増加しましたが、新缶および海外案件が減少した

こともあり、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となり、全体では 百万円（対前年同期比 ％

減）の計上となりました。 

 売上高は、海外は前期末の受注残高の順調な進捗、引渡しもあり、大きく減少はしておりませんが、国内の断熱工

事等の減少もあり、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となりました。営業利益につきましては、売上高

の減少が大きく、継続してコスト削減に努めていますが、販売費及び一般管理費の増加もあり、 百万円（対前

年同期比 ％減）の計上となりました。経常利益につきましては、支払利息の減少、為替差損の減少もあり、

百万円（対前年同期比 ％減）の計上となりました。当期純利益は、所有不動産において減損損失が発生し

たこともあり、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となりました。  

②当連結会計年度のセグメント別の概況 

〔建設工事業〕 

 当連結会計年度においては、アジア地域での断熱工事の増加、クリーンルーム内装工事関連の引渡し等、堅調に推

移した領域もありましたが、設備投資の減少による国内断熱保守工事等の減少があり、売上高は 百万円（対前

年同期比 ％減）の計上となりました。営業利益は売上高の減少の影響が大きく、販売費及び一般管理費の増加も

あり、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となりました。 

〔機械器具製造業〕 

 主力であるボイラー分野においては、売上高は海外案件の計上は増加しましたが、国内新缶の受注案件の引渡し・

進捗が減少したこともあり、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となりました。営業利益は、保証工事の

減少、コスト削減効果もありましたが、売上高の減少が影響し、 百万円（対前年同期比 ％減）の計上となり

ました。 

③次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、国内外の経済は新興国の好調な経済成長力及び各国政府の政策もあり、一時期の悪

化、低迷から回復への兆しがありますが、当社グループ事業に関連する国内外の設備投資意欲は、依然として低調で

あり、投資に慎重な姿勢が継続されることが予想され、当社グループの事業環境は、厳しい状況が予想されます。  

 このような状況下において、企業競争力を更に高める施策を実施するとともに、事業基盤を強化していく所存であ

ります。    

 次期の連結業績見通しにつきましては売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純

利益 百万円、個別業績見通しにつきましては売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万

円、当期純利益 百万円を予想しております。 

１．経営成績

32,912

23.7

3,252 34.4 36,165 24.8

39,653 16.1

3,439

32.3

3,462 28.2

1,658 61.1

36,074

15.3

3,183 33.3

3,579 23.4

215 19.7

40,000 2,900 2,800

2,550 30,000 2,600 2,600

2,500
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(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度の概況 

①資産・負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末における総資産は、45,009百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,587百万円の減少とな

りました。 

 資産の部は、流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。主

な要因は完成工事未収入金の減少 百万円、未成工事支出金の減少 百万円等です。固定資産は 百万円

となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。主な要因は減損損失による土地の減少

百万円等です。 

 負債の部は、流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少、固定負債は

百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少、負債合計では 百万円の減少となりました。主

な要因は有利子負債の減少 百万円、支払手形の減少 百万円、繰延税金負債の取崩による減少 百万円、

工事未払金の減少 百万円等です。 

 純資産の部は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりました。主な要因は当

期純利益の計上による増加 百万円、剰余金の配当による減少 百万円、自己株式の取得による減少 百万円

等です。  

 以上の結果、自己資本比率は %となり、前連結会計年度末と比較して ポイント改善しました。 

②キャッシュ・フローの状況                              （単位：百万円） 

 営業活動による資金の増加は、対前年同期に比べ 百万円増加して5,020百万円となりました。主な資金増加要因

は税金等調整前当期純利益 百万円、売上債権の減少額 百万円であり、主な資金減少要因は仕入債務の減少

額 百万円によるものです。 

 投資活動による資金の減少は、対前年同期に比べ114百万円減少して528百万円となりました。主な資金減少要因は

有形固定資産の取得による支出 百万円によるものです。 

 財務活動による資金の減少は、対前年同期に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。主な資金減少要因

は有利子負債の減少額 百万円、自己株式の取得による支出 百万円、配当金の支払額 百万円によるもので

す。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より 百万円増加して 百万

円となりました。 

  

なお、キャッシュ・フロー指標の傾向は下記のとおりです。 

（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 

  前期末 当期末 増減 

総資産（百万円） 50,596  45,009  △5,587

純資産（百万円） 26,101  27,124  1,022

自己資本比率（％）  50.0  58.4  8.4

１株当たり純資産（円） 428.43  464.12  35.69

26,556 3,717

2,370 1,272 18,453

1,869 1,759

11,059 4,783 6,825

1,825 6,609

2,837 1,573 707

559

27,124 1,022

1,658 350 529

58.4 8.4

  前期末  当期末  増減  

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,703  5,020  317

投資活動によるキャッシュ・フロー  △642  △528  114

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,840  △3,719  121

現金及び現金同等物の期末残高  7,753  8,521  768

        

借入金・社債の期末残高  8,352  5,514  △2,837

317

1,651 3,100

2,292

585

121 3,719

2,837 529 348

768 8,521

  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（％）  45.5 50.0  58.4

時価ベースの自己資本比率（％）  28.6 23.4 33.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  2.2 1.8  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  17.3 24.2  49.0
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    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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※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。 

※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。 

※営業キャッシュ・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。 

※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。 

 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主への利益配分につきましては、将来の企業体質の健全化と強化を考慮し、収益力の向上を目指し、内部留保を

充実させると共に、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。 

また、キャッシュ・フローを総合的に勘案しながら、資本効率の向上と機動的な財務政策の実現を目的とした「自己

株式の取得」を弾力的に実施する方針です。 

 当期末の配当金につきましては、期初の予定どおり１株につき３円とさせていただきたいと存じます。なお、中間

期において１株につき３円の配当を実施しており、年間では１株につき６円となります。 

次期の配当金につきましても、安定的な利益還元を実施するため、今期と同額の１株につき年間６円（中間３円、期

末３円）を予定しております。 

内部留保につきましては、財務体質の健全化と強化に配慮しながら、既存事業の強化と将来の成長に向けた投資に充

当していきます。 

 当期は、市場買付により 千株の自己株式を 百万円で取得しました。また、 千株の自己株式の消却を

実施しました。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。な

お、以下の項目には将来に関する事項が含まれていますが、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当社グループに関連する需要市場の急激な変動 

 当社グループが形成する各セグメント及び各事業領域は、幅広い需要分野に支えられていますが、収益基盤である

国内需要分野の経済状況、統廃合、製造拠点の海外移転等により、需要が長期に停滞、減少傾向が続くと、業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

②完成工事補償のリスク 

 海外工事、大型工事等について、引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の費用が大きく発生した場合には、業績及

び財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

③海外事業に伴うリスク 

 当社グループの海外事業は東南アジア・アフリカ地域を中心に展開しており、テロや政情悪化、予期しない法律・

規制の変更、市況の悪化によって業績に悪影響を与える可能性があります。 

④為替及び金利の変動リスク 

 急激な為替相場の変動または金利の上昇により、業績に悪影響を与える可能性があります。 

⑤顧客に対する信用リスク 

 当社グループが多額の債権を有する顧客が財務上の問題に直面した場合には、業績及び財務状況に悪影響を与える

可能性があります。 

⑥会計基準に係る見積りリスク等 

 繰延税金資産については、税効果会計における回収可能性を見積って計上していますが、想定している業績計画を

下回った場合、繰延税金資産の取崩の可能性があります。退職給付債務についても、年金資産の運用状況等により、

費用処理される金額が増加する可能性があります。また、保有する不動産や有価証券について、時価の下落により減

損損失を計上する可能性があります。いずれも業績に悪影響を与える可能性があります。 

⑦不採算工事の発生に対するリスク 

 工事施工段階での想定外の追加原価等により不採算工事が発生した場合には業績及び財務状況に悪影響を与える可

能性があります。  

  

  

2,442 527 3,000
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 当社および当社の関係会社14社（うち、連結子会社12 社）は、熱絶縁工事を中心とする建設工事業および機械器具

製造業の事業活動を展開しています。 

 建設工事業は、当社と、東南アジア地区等での現地法人を含めた連結子会社11社で構成されており、国内外での材料

等の製造及び施工において、熱絶縁工事、建材工事（クリーンルーム）等、幅広い需要先のニーズに対応しています。

 機械器具製造業は、ボイラーおよび産業用機械器具の製造・販売・据付を行っています。 

事業の系統図は次の通りです。（平成22年３月31日現在） 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、各事業領域を通じて「顧客の創造と信頼の確保」・「社会への貢献」・「未来への挑戦」を基本

理念として事業を展開すると共に、益々変化が激しい事業環境に対応し、事業基盤を強化するために、「改革」、

「スピード」、「チャレンジ」を絶えず心がけ、企業価値の向上を目指すとともに、社会の要請でもある透明性の高

い経営を心がけることが 優先課題と考えております。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、平成23年度（平成24年３月期）を 終年度する中期経営計画を策定、当連結会計年度を始期とし

て実施しております。財務基盤の充実においては、営業活動によるキャッシュ・フローが順調であったこともあり、

推し進めることが出来ましたが、経営成績の各指標については、世界的な経済危機による景気の悪化、低迷の影響を

受け、目標の到達には至りませんでした。外部環境は依然として厳しい状況下ですが、各事業領域連携による収益基

盤の強化、海外地域における収益基盤の拡充、拠点の充実を柱に、将来に向けての有効性のある施策を推し進めてま

いります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社事業を取り巻く環境は今までにない状況で急激に変化しており、今後も厳しい状況が継続することが想定され

ますが、成長への過程として、当社グループは一体となって改革に取り組み、事業環境に負けない「強い会社への変

革」を経営課題として取り組んでまいります。 

当社グループが対処すべき課題としては次のことが挙げられます。 

①各事業領域の収益基盤の拡充および顧客の信頼確保 

②海外地域における収益基盤の拡充、拠点の充実 

③人材の確保・育成および活用 

④財務基盤の充実  

  

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 8,044 8,718

受取手形 2,398 1,669

完成工事未収入金 14,563 12,192

未成工事支出金 3,995 2,722

商品及び製品 226 325

原材料及び貯蔵品 169 262

繰延税金資産 848 638

その他 88 68

貸倒引当金 △60 △41

流動資産合計 30,273 26,556

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2  7,600 ※2  7,895

機械・運搬具 ※2  4,276 ※2  4,312

土地 ※2, ※4  13,387 ※2, ※4  11,628

その他 1,001 925

減価償却累計額 △9,144 △9,485

有形固定資産計 17,121 15,276

無形固定資産 28 31

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,720 ※1  2,158

繰延税金資産 725 451

その他 892 631

貸倒引当金 △166 △95

投資その他の資産計 3,172 3,145

固定資産合計 20,322 18,453

資産合計 50,596 45,009

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,576 2,002

支払信託 682 507

工事未払金 3,051 2,492

買掛金 480 413

短期借入金 ※2, ※3  5,107 ※2, ※3  3,206

1年内償還予定の社債 ※2  200 ※2  300

未払法人税等 236 211

未成工事受入金 1,160 701

完成工事補償引当金 117 107

賞与引当金 391 352

役員賞与引当金 69 59

工事損失引当金 16 24

その他 751 680

流動負債合計 15,843 11,059
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（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) 

固定負債   

社債 ※2  300 －

長期借入金 ※2  2,745 ※2  2,008

退職給付引当金 1,056 1,050

役員退職慰労引当金 253 287

繰延税金負債 3,056 2,348

再評価に係る繰延税金負債 ※4  641 ※4  641

負ののれん 83 66

その他 515 422

固定負債合計 8,651 6,825

負債合計 24,494 17,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,889 6,889

資本剰余金 1,000 999

利益剰余金 18,307 18,839

自己株式 △1,988 △1,741

株主資本合計 24,208 24,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 160 335

土地再評価差額金 ※4  767 ※4  767

為替換算調整勘定 186 204

評価・換算差額等合計 1,114 1,307

新株予約権 － 8

少数株主持分 779 820

純資産合計 26,101 27,124

負債純資産合計 50,596 45,009
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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) 

完成工事高 47,288 39,653

完成工事原価 ※2  38,115 ※2  31,994

完成工事総利益 9,172 7,658

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,090 ※1, ※2  4,219

営業利益 5,082 3,439

営業外収益   

受取利息 47 19

受取配当金 34 30

不動産賃貸料 192 135

受取保険金 56 －

その他 132 71

営業外収益合計 464 257

営業外費用   

支払利息 195 102

為替差損 311 11

複合金融商品評価損 13 －

不動産賃貸原価 93 64

その他 111 55

営業外費用合計 725 234

経常利益 4,821 3,462

特別利益   

貸倒引当金戻入額 69 24

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 69 29

特別損失   

投資有価証券評価損 93 51

投資有価証券売却損 17 －

減損損失 － ※3  1,788

特別損失合計 111 1,840

税金等調整前当期純利益 4,779 1,651

法人税、住民税及び事業税 253 288

法人税等調整額 199 △341

法人税等合計 453 △52

少数株主利益 64 45

当期純利益 4,262 1,658
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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 6,889 6,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,889 6,889

資本剰余金   

前期末残高 1,000 1,000

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,000 999

利益剰余金   

前期末残高 14,421 18,307

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

自己株式の消却 － △776

当期純利益 4,262 1,658

連結除外に伴う減少額 △0 －

当期変動額合計 3,885 532

当期末残高 18,307 18,839

自己株式   

前期末残高 △890 △1,988

当期変動額   

自己株式の取得 △1,100 △529

自己株式の処分 1 0

自己株式の消却 － 776

当期変動額合計 △1,098 247

当期末残高 △1,988 △1,741

株主資本合計   

前期末残高 21,421 24,208

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

当期純利益 4,262 1,658

自己株式の取得 △1,100 △529

自己株式の処分 0 0

連結除外に伴う減少額 △0 －

当期変動額合計 2,786 779

当期末残高 24,208 24,987
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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 481 160

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △321 175

当期変動額合計 △321 175

当期末残高 160 335

土地再評価差額金   

前期末残高 767 767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 767 767

為替換算調整勘定   

前期末残高 295 186

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108 17

当期変動額合計 △108 17

当期末残高 186 204

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,544 1,114

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △429 192

当期変動額合計 △429 192

当期末残高 1,114 1,307

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8

当期変動額合計 － 8

当期末残高 － 8

少数株主持分   

前期末残高 806 779

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27 41

当期変動額合計 △27 41

当期末残高 779 820
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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) 

純資産合計   

前期末残高 23,771 26,101

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

当期純利益 4,262 1,658

自己株式の取得 △1,100 △529

自己株式の処分 0 0

連結除外に伴う減少額 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △456 243

当期変動額合計 2,329 1,022

当期末残高 26,101 27,124
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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 4,779 1,651

減価償却費 471 479

減損損失 － 1,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △89

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 33

その他の引当金の増減額（△は減少） △52 △59

受取利息及び受取配当金 △82 △50

支払利息 195 102

為替差損益（△は益） 9 19

複合金融商品評価損 13 1

投資有価証券評価損益（△は益） 93 51

投資有価証券売却損益（△は益） 17 △4

売上債権の増減額（△は増加） △743 3,100

未成工事支出金の増減額（△は増加） △438 1,272

その他たな卸資産の増減額（増加：△） 147 △193

未成工事受入金の増減額（△は減少） 73 △459

仕入債務の増減額（△は減少） 296 △2,292

その他 310 29

小計 5,043 5,384

利息及び配当金の受取額 83 53

利息の支払額 △194 △102

法人税等の支払額 △229 △315

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,703 5,020

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 △191 △1,103

定期預金の払戻による収入 507 1,197

投資有価証券の取得による支出 △135 △206

投資有価証券の売却による収入 89 12

有形固定資産の取得による支出 △923 △585

その他 10 157

投資活動によるキャッシュ・フロー △642 △528

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △200 △200

短期借入金の純増減額（△は減少） 961 △296

長期借入れによる収入 4,300 1,300

長期借入金の返済による支出 △7,393 △3,641

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △29 0

少数株主への配当金の支払額 － △3

自己株式の取得による支出 △1,100 △529

配当金の支払額 △374 △348

その他 △4 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,840 △3,719
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136 768

現金及び現金同等物の期首残高 7,621 7,753

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  7,753 ※1  8,521
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 該当事項はありません。 

   

   

(5）継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
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  子会社12社のうち10社を連結しておりま

す。 

 （主要な連結子会社の名称） 

  株式会社よしみね 

  明星建工株式会社 

  日本ケイカル株式会社 

  MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.   

 子会社14社のうち12社を連結しておりま

す。 

 （主要な連結子会社の名称） 

  株式会社よしみね 

  明星建工株式会社 

  日本ケイカル株式会社 

  MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 

 なお、当連結会計年度より、㈱エムエス

テック及びMEISEI SAUDI CO.,LTD.の２社

が新規連結子会社となりました。  

  非連結子会社名  

MEISEI INDUSTRIAL （M) SDN.BHD. 

同社は平成17年11月22日に特別清算の開始

が決定し、重要性が乏しいため連結の範囲

から除外しております。  

非連結子会社名  

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L. 

同社は平成20年９月10日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外しております。  

非連結子会社名  

MEISEI INDUSTRIAL （M) SDN.BHD. 

同社は平成17年11月22日に特別清算の開始

が決定し、重要性が乏しいため連結の範囲

から除外しております。  

非連結子会社名  

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L. 

同社は平成20年９月10日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため連結の範囲から除

外しております。  

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会社名

MEISEI INDUSTRIAL （M) SDN.BHD. 

同社は平成17年11月22日に特別清算の開始

が決定し、重要性が乏しいため持分法の適

用範囲に含めておりません。 

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L. 

同社は平成20年９月10日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため持分法の適用範囲

に含めておりません。  

同左  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子会社であ

るMEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.ほか３

社の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しており、連結

決算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 連結子会社のうち、在外連結子会社であ

るMEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.ほか４

社の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しており、連結

決算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 
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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） 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法  

時価のないもの 

同左 

  ②デリバティブ取引 

時価法 

②デリバティブ取引 

同左 

  ③たな卸資産 

未成工事支出金 

 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） 

③たな卸資産 

未成工事支出金 

 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） 

  商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

 主として移動平均法による原価法

（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） 

（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

基準委員会 平成18年７月５日公表

分 企業会計基準第９号）を適用し

ております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

 主として移動平均法による原価法

（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） 

  

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社・・・定率

法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は、定

額法を採用しております。 

 在外連結子会社・・・定額法を採用

しております。 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社・・・定率

法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は、定

額法を採用しております。 

 在外連結子会社・・・定額法を採用

しております。 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償

却資産の耐用年数等に関する平成20年

度法人税法の改正を契機として、資産

の利用状況を見直した結果、当連結会

計年度より改正後の法人税法に基づく

耐用年数に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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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） 

  ②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。 

②リース資産 

同左  

  (ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 在外連結子会社は債権については、

個別に回収不能見込額を計上しており

ます。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②完成工事補償引当金 

 当社及び国内連結子会社の一部は、

引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、将来の見積補償

額に基づき計上しております。 

②完成工事補償引当金 

同左 

  ③賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員

（使用人兼務役員を含む）に支給する

賞与に充てるため、翌連結会計年度の

支給見込額のうち当連結会計年度対応

額を見積計上しております。 

③賞与引当金 

同左 

  ④役員賞与引当金  

当社及び国内連結子会社の一部は、

役員に対する賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度末における支給見

込額を計上しております。 

④役員賞与引当金  

同左 

  ⑤工事損失引当金   

当社及び国内連結子会社の一部は、

受注工事に係る将来の損失に備えるた

め、当連結会計年度末手持工事のうち

損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることができる工

事について、損失見込額を計上してお

ります。 

⑤工事損失引当金   

同左 

  

  

  

  

⑥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。 

⑥退職給付引当金 

同左 
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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） 

  

  

  

  

  

  

  

 なお、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

より発生翌連結会計年度から費用処理

しております。 

 また、過去勤務債務については、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

法により費用処理しております。 

  

  

  

  

  

    

  

（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。 

 これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

  ⑦役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社の一部は役

員の退職金の支給に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

⑦役員退職慰労引当金 

同左 

  (ニ)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外連結子会社の資産、負  

債、収益及び費用は当該子会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。 

(ニ)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

  (ホ)収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上、かつ、請

負金額５億円以上）の工事に係る収益

の計上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

適用しております。 

 ただし、在外連結子会社については

工事進行基準を適用しております。 

 なお、工事進行基準による完成工事

高は 百万円であります。 5,799

(ホ)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工事契約の

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

（工事の進捗度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。  
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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） 

    （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、長期大型工事（工期１

年以上、かつ請負金額５億円以上）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

いましたが、当連結会計年度から「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）が適用されたこと

に伴い、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

事の進捗度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。 

       なお、平成21年３月31日以前に着手

した工事契約のうち、長期大型工事

（工期１年以上、かつ請負金額５億円

以上）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

引き続き適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場

合と比べ、当連結会計年度に係る完成

工事高は 百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が、それぞれ 百万円増加してお

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。 

844

92

  (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 原則として、繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

 なお、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ等については、特例処

理を採用しております。 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オプション 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

材料輸入による外貨建買入債務

  

  ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ及び金利オプショ

ン 
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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） 

  ヘッジ対象 

短期借入金及び長期借入金 

  

  ③ヘッジ方針 

 当社及び連結子会社の一部におい

ては、為替リスク及び金利リスクを

効果的に回避する手段として、現在

及び将来の債権及び債務の残高の範

囲内でデリバティブ取引を行ってお

り、投機目的やトレーディング目的

での取引は一切行っておりません。

なお、デリバティブ取引の執行にあ

たっては、デリバティブ管理規程を

制定し、リスク管理体制及び管理方

法等を定め、実施にあたっては所定

の社内手続を経ております。 

③ヘッジ方針 

同左 

   また、連結子会社におけるデリバ

ティブ取引の執行にあたっては、そ

の都度事前に当社に報告され、当社

の主導のもと実施方針を決定してお

ります。 

  

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理を採用して

いる金利スワップ等については、有効

性の評価を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (ト)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 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(ト)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 

①消費税等の会計処理 

同左 

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、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項  

 のれん及び負ののれんの償却について

は、発生年度より実質的判断による年数の

見積りが可能なものはその見積り年数で、

その他については５年間で定額法により償

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

資からなっております。 

同左 
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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） 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

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。  

（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） 

「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「商品及び製品」、「原材料及び

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「商品及び製品」、

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 百万円、 百万円

であります。  

  

──────  

  

404 138

──────  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

保険金」（当連結会計年度は25百万円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示することにしました。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「複合

金融商品評価損」（当連結会計年度は1百万円）は、金

額が僅少となったため、営業外費用の「その他」に含

めて表示することにしました。  

- 22 -



  

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 非連結子会社に対するものはつぎのとおりでありま

す。 

※１ 非連結子会社に対するものはつぎのとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 百万円0 投資有価証券（株式） 百万円0

※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 工場財団等 

※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 工場財団等 

建物・構築物（工場財団抵当権） 百万円132

機械・運搬具（工場財団抵当権） 百万円27

土地（工場財団抵当権） 百万円1,591

建物・構築物（抵当権）  百万円1,341

土地（抵当権） 百万円8,715

建物・構築物（工場財団抵当権） 百万円120

機械・運搬具（工場財団抵当権） 百万円18

土地（工場財団抵当権） 百万円1,591

建物・構築物（抵当権）  百万円1,291

土地（抵当権） 百万円7,233

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

短期借入金 百万円3,900

長期借入金 百万円2,350

保証債務（社債） 百万円500

短期借入金 百万円2,300

長期借入金 百万円1,850

保証債務（社債） 百万円300

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は

百万円であります。  6,500

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は

百万円であります。  6,500

※３ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融機

関６行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

 上記契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行

残高等 

※３ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融機

関６行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

 上記契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実行

残高等 

貸出コミットメントラインの

総額 
百万円4,000

借入実行残高 百万円1,000

差引額 百万円3,000

貸出コミットメントラインの

総額 
百万円4,000

借入実行残高 百万円1,000

差引額 百万円3,000

※４ 連結財務諸表提出会社は、「土地の再評価に関する

法律」（平成10年３月31日 法律第34号）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日 法律第19号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定める

算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い

算出しております。 

※４ 連結財務諸表提出会社は、「土地の再評価に関する

法律」（平成10年３月31日 法律第34号）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日 法律第19号）に基づき、事業用土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定める

算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い

算出しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

百万円△950

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

百万円△1,022
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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） 

 ５ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対する契約履行保

証、前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を行っ

たことに対する保証を行っております。 

 ５ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対する契約履行保

証に伴い、銀行が保証状発行を行ったことに対する保

証を行っております。 

PT.TERAS TEKNIK PERDANA 

/PT. MEISEI INDONESIA JO 

百万円147 PT.TERAS TEKNIK PERDANA 

/PT. MEISEI INDONESIA JO 

百万円53

（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 このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

※１ 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1,535

法定福利費  百万円265

賞与引当金繰入額 百万円188

役員退職慰労引当金繰入額 百万円44

退職給付費用 百万円112

減価償却費 百万円106

役員賞与引当金繰入額  百万円69

従業員給料手当 百万円1,562

法定福利費  百万円243

賞与引当金繰入額 百万円183

役員退職慰労引当金繰入額 百万円42

退職給付費用 百万円148

減価償却費 百万円114

役員賞与引当金繰入額  百万円59

※２ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発費

百万円 

────── 

124

※２ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発費

百万円 

※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、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ました。 

 当社グループは、原則として、事業用資産について

は事業所を基準としてグルーピングを行っており、賃

貸資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。  

 当連結会計年度において、賃貸資産のうち、時価が

著しく下落した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（ 百万

円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建

物 百万円及び土地 百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、建物及び土地については不動

産鑑定評価額を基礎として評価しております。 

 

149

場所 用途 種類 

大阪府大阪市 賃貸資産 建物及び土地 

大阪府豊中市 同上 同上 

1,788

29 1,759
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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増加4,500,944株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,468,000株、単元未

満株式の買取りによる増加32,944株であり、減少4,127株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

  

２．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

（2）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 

  

  

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増加2,450,777株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,442,000株、単元未

満株式の買取りによる増加8,777株であり、減少3,000,593株は、自己株式の消却による減少3,000,000株、単元

未満株式の買増請求による減少593株であります。 

  

（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  66,386,718  －  －  66,386,718

合計  66,386,718  －  －  66,386,718

自己株式         

普通株式 （注）  2,784,676  4,500,944  4,127  7,281,493

合計  2,784,676  4,500,944  4,127  7,281,493

  
（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６月27日 

定時株主総会 
普通株式  190  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式  185  3 平成20年９月30日 平成20年11月26日

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  177  利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月29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  66,386,718  －  3,000,000  63,386,718

合計  66,386,718  －  3,000,000  63,386,718

自己株式         

普通株式 （注）  7,281,493  2,450,777  3,000,593  6,731,677

合計  7,281,493  2,450,777  3,000,593  6,731,677
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   

３．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

（2）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 

  

  

  

 リース取引関係については、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。

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社  ストック・オプションとし

ての新株予約権 
 －  －  －  －  －  8

 合計  －  －  －  －  －  8

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  177  3 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  172  3 平成21年９月30日 平成21年11月20日

  
（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６月29日 

定時株主総会 
普通株式  169  利益剰余金  3 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（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

掲載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

掲載されている科目の金額との関係 

  

現金預金勘定 百万円8,044

預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△291

現金及び現金同等物 百万円7,753

現金預金勘定 百万円8,718

預入期間が３か月を超える定期預金 百万円△197

現金及び現金同等物 百万円8,521

（リース取引関係）
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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．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、主に設備投資及び運転資金で必要な資金を銀行借入、社債の発行により調達しておりま

す。資金運用については主に短期的な預金等に限定し、一部資金計画に照らして安全性の高い金融資産で運用

しております。デリバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリスクを回避するために利用しており、投

機的な取引は行なわない方針であります。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外工事

等にて生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約・通貨オプション

取引を利用してヘッジしております。 

 投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引先企業及び業務に関係する企業の株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形、支払信託、工事未払金及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、そ

の一部には、海外工事等における役務、原材料購入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され

ておりますが、手許外貨預金による決済、先物為替予約等を利用してヘッジしております。 

 借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、

期間は原則として３年以内であります。 

 デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為

替予約・通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ

取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法

については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．（へ）重要なヘッジ会計の方法」

をご参照下さい。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を適時モニタリングし、取引先ごとに毎月

与信残高管理を行なうとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。ま

た、連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行なっております。 

 満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、運用枠を設定し且つ格付の高い債券のみを対象としてい

るため、信用リスクは僅少であります。 

 デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付けの高い金融機関とのみ取引を行

なっております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクは、債権債務の決済計画に基づいて、先物為替予約・通貨

オプション取引を利用してヘッジしております。また、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するため

に、金利スワップ取引を利用しております。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。 

デリバティブ取引につきましては、デリバティブ管理規程に従い、社内所定決裁を受けた後取引を行ない、取

引状況、残高等を把握、確認しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理  

 当社の各部署、連結子会社等からの報告に基づき、当社の財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとと

もに、手許流動性を一定の水準に維持する等により流動性リスクを管理しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバテ

ィブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。 

  

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

(*1)長期借入金の支払期日が１年以内になったことにより短期借入金に計上されたものについては、本書では長期

借入金として表示しております。 

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては（ ）で示しております。 

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

(1）現金預金 (2）受取手形及び完成工事未収入金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(3)投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等

から提示された価格によっております。 

負 債 

(1)支払手形、支払信託、工事未払金及び買掛金 (2)短期借入金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(3)長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）

投資有価証券」には含めておりません。 

  

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金預金  8,718  8,718 － 

(2）受取手形及び完成工事未収

入金 
 13,861  13,861 － 

(3）投資有価証券  1,778  1,778 － 

 資産計  24,358  24,358 － 

(1）支払手形、支払信託、工事

未払金及び買掛金 
  5,416  5,416 － 

(2）短期借入金(*1)  1,345  1,345 － 

(3) 長期借入金(*1)   3,870  3,876  6

 負債計  10,631  10,637  6

 デリバティブ取引(*2)  (354)  (354) － 

区分  連結貸借対照表計上額（百万円）  

非上場株式  380   
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額並びに有利子負債の返済予定額 

  

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  

  

 有価証券関係については、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。

  

  
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） 

(1)現金預金  8,718 － － － 

(2)受取手形及び完成工事未収入金  13,861 － － － 

(3)投資有価証券         

その他有価証券のうち満期があるもの        

(イ) 国債・地方債等 －  9 － － 

(ロ) 社債 － －  304  100

(ハ) その他  50 － － － 

金銭債権及び満期がある 

有価証券合計 
 22,630  9  304  100

(1)短期借入金  1,345 － － － 

(2)長期借入金  1,861  2,008 － － 

有利子負債計  3,206  2,008  －  －

（有価証券関係）
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１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

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） 

(1）取引の内容 

 資金調達コストの削減のため金利関連のデリバティブ取引を、また、主に海外工事に係る外貨建ての売上債権、

資材調達による買入債務の為替レートの変動によるリスクをヘッジするために通貨関連デリバティブ取引を利用し

ている他、他社株式転換社債等のデリバティブ取引を組込んだ複合金融商品も利用しております。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社及び連結子会社の一部においては、通常業務を遂行する上で金利リスク、為替リスクなどさまざまなリスク

に晒されており、このようなリスクを効率的に回避する手段として、現在及び将来の債権・債務の残高の範囲内で

デリバティブ取引を行っております。その他、複合金融商品については安全性が高いと判断されたものを活用して

おります。なお、投機目的やトレーディング目的でのこれらの取引は一切行っておりません。 

(3）取引の利用目的 

 金利デリバティブ取引では、短期金利連動債務の支払コスト上昇ヘッジとしては金利スワップ取引及び金利オプ

ション取引を利用しております。 

 金利スワップ取引としては、取引相手方に予め一定の金額（プレミアム）を分割で支払う対価として、契約期間

中の基準金利（６ヶ月ＬＩＢＯＲ）が上限金利以上に上昇した際に、一定限度額を条件として、その差額を取引相

手方より受け取ることができるものや、契約期間中において６ヶ月ＴＩＢＯＲが一定の金利以上に上昇すれば、取

引相手方より受取・支払の差額として一定の金額を受け取ることができるもの等の取引を利用しております。ま

た、長期金利連動債務の支払コスト上昇ヘッジとしては、長期調達資金に関連する金利リスク管理の目的で先スタ

ート金利スワップ取引を利用しております。 

 金利オプション取引としては、取引相手方に予め一定の金額（プレミアム）を一括前払で支払う対価として、契約

期間中の金利水準（６ヶ月ＬＩＢＯＲ）により、一定限度額を条件として、取引相手方より金額を受け取ることがで

きるものを利用しております。 

 何れの場合も、金利に連動する調達資金の支払コスト上昇に対するヘッジが可能であります。 

 通貨デリバティブ取引では、主として為替先物予約を利用しております。為替先物予約は将来の一定時点において

異なる通貨を交換する取引であります。当社及び連結子会社の一部においては、海外工事に係る外貨建売上債権を円

貨へと確定させるために利用しており、これにより将来の売上代金回収時において為替変動により円貨での売上が減

額されるリスクをヘッジしております。また資材調達による外貨建債務を円貨建債務へと確定させるために利用して

おり、これによって買付代金の決済時において、為替変動により債務が増大するリスクをヘッジしております。 

複合金融商品は、余剰資金の運用を目的に利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

デリバティブ取引自体に付随する独自のリスクのうち主要なものとしては市場リスクと信用リスクがあります。 

 市場リスクとは市場の変化によりポジションに損益が発生するリスクであり、金利デリバティブは金利変動リス

ク、通貨デリバティブは為替変動リスクに晒されております。当社グループでは月次でこれらの時価を把握してお

り、市場が大幅に変動して大きな損失を被る可能性がある場合には迅速な対応ができるよう管理体制を整備してお

ります。 

 信用リスクとは取引の相手方が債務不履行に陥ることにより、取引が継続していれば将来得られるはずであった

効果を享受できなくなるリスクであります。当社グループのデリバティブ取引の相手方は格付けの高い銀行、証券

会社に限られており、取引相手方の債務不履行による損失の発生は予想しておりません。 

その他、複合金融商品には、対象株式の時価や為替変動リスクにより、元本の一部が毀損するリスクを有してお

ります。 

(5）取引に係るリスクの管理体制 

当社グループでは、デリバティブ取引の執行及び管理は、財務部内で行われる少額の通貨デリバティブを除い

て、デリバティブ取引の執行は取締役会の決裁事項であり、執行後は財務部長及び担当役員に報告されます。財務

部内では常にデリバティブ取引の残高状況、評価損益状況を把握し、随時財務部長に報告され、財務部長は必要と

認める場合にはポジション状況を担当役員に報告するという体制をとっております。また、連結子会社におけるデ

リバティブ取引の執行については、その都度事前に当社に報告され、当社の主導のもと 善の方法にてその執行が

行われる体制となっております。なお、デリバティブ取引の執行にあたっては、デリバティブ管理規程を制定し、

リスク管理体制及び管理方法等を定め、実施にあたっては所定の社内手続を経ております。 
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２．取引の時価等に関する事項 

（前連結会計年度）  

 通貨関連  

（注）１.通貨オプションの時価については、取引金融機関からの提示値を使用しております。  

 ２.契約額等の（ ）内の金額は、オプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆる

ゼロコストオプション取引であり、オプション料の授受はありません。 

３.ヘッジ会計が適用されている取引については、注記の対象から除いております。 

  

（当連結会計年度）  

(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

 通貨関連  

（注）１.通貨オプションの時価については、取引金融機関からの提示値を使用しております。  

 ２.契約額等の（ ）内の金額は、オプション料を記載しておりますが、当該通貨オプション取引はいわゆる

ゼロコストオプション取引であり、オプション料の授受はありません。 

   

(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引   

 金利関連 

 （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

区分 種類 

前連結会計年度（平成21年３月31日）

契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち１
年超 

（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取

引以外

の取引 

通貨オプション取引                     

買建 ユーロ 
 

( )

709

52 ( )

572

40
46  △6

売建 ユーロ  
 

( )

2,197

86 ( )

1,764

78
△455  △369

売建 ドル  
 

 ( )

51

1
－ △0  △0

合計 
 

( )

2,957

139 ( )

2,336

119
△409  △375

区分 種類 

当連結会計年度（平成22年３月31日）

契約額等 
（百万円） 

契約額等のうち１
年超 

（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取

引以外

の取引 

通貨オプション取引                     

買建 ユーロ 
 

( )

572

40 ( )

435

29
16  △23

売建 ユーロ  
 

( )

1,807

78 ( )

1,374

64
△371  △293

売建 ドル  
 

 ( )

－

－
－ －  －

合計 
 

( )

2,379

119 ( )

1,809

93
△354  △316

 ヘッジ会計の方法  取引の種類等 主なヘッジ対象 
契約額等 

（百万円） 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

金利スワップの 

特例処理  

 金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金  1,810  1,550 （注） 
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（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金（規約型）、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。また、退職金制度

の枠外で厚生年金基金制度（総合型）に加入しておりま

す。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準

拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。 

 海外連結子会社では確定給付型の退職一時金制度を設

けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度（厚生年金基金制度（総合型））に関する

事項は次の通りであります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金（規約型）、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。また、退職金制度

の枠外で厚生年金基金制度（総合型）に加入しておりま

す。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準

拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。 

 海外連結子会社では確定給付型の退職一時金制度を設

けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度（厚生年金基金制度（総合型））に関する

事項は次の通りであります。 

（1）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在）  

年金資産の額 百万円15,392

年金財政計算上の給付債務の額  13,621

差引額  1,771

（1）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在）  

年金資産の額 百万円14,000

年金財政計算上の給付債務の額  13,799

差引額  200

（2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

％11.61

（2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

％12.03

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 百万円△2,318

年金資産  825

未積立退職給付債務  △1,493

未認識数理計算上の差異  349

未認識過去勤務債務（債務の増額）  87

退職給付引当金  △1,056

退職給付債務 百万円△2,011

年金資産  648

未積立退職給付債務  △1,363

未認識数理計算上の差異  242

未認識過去勤務債務（債務の増額）  70

退職給付引当金  △1,050

（注）１．厚生年金基金（総合型）分の退職給付債務は含

めておりません。 

（注）１．厚生年金基金（総合型）分の退職給付債務は含

めておりません。 

２．連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

２．連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 百万円152

利息費用  37

期待運用収益  △18

数理計算上の差異の費用処理額  35

過去勤務債務の費用処理額  17

退職給付費用  223

勤務費用 百万円107

利息費用  35

期待運用収益  △12

数理計算上の差異の費用処理額  54

過去勤務債務の費用処理額  17

退職給付費用  202

（注）１．厚生年金基金（総合型）への拠出金（従業員拠

出額控除後）は、「勤務費用」に計上しておりま

す。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に計上しております。 

（注）１．厚生年金基金（総合型）への拠出金（従業員拠

出額控除後）は、「勤務費用」に計上しておりま

す。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に計上しております。 
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  ストック・オプション等関係については、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。  

   

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．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の

期間配分方法 

  
期間定額基準 

割引率   2.0％ 

期待運用収益率   2.5％ 

数理計算上の 

差異の処理年数 

  10年（発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌連

結会計年度から費用処理して

おります。）  

過去勤務債務の 

額の処理年数 

  10年（発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法） 

退職給付見込額の

期間配分方法 

  
同左 

割引率   同左 

期待運用収益率   同左 

数理計算上の 

差異の処理年数 

  同左 

  

  

  

   

過去勤務債務の 

額の処理年数 

  同左 

  

  

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

  
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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の

主な原因別の内訳 

    

繰延税金資産 

繰越欠損金 

貸倒引当金 

賞与引当金 

退職給付引当金 

役員退職慰労引当金 

減損損失  

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

固定資産評価差額 

その他有価証券評価差額金 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

再評価に係る繰延税金負債 

    

 2,899 百万円

 72   

 158   

 427   

 102   

 

 

－

732

  

 4,394   

 △2,708   

 1,685   

    

 △3,055   

 △111   

 △0   

 △3,167   

 △1,482   

 △641   

    

 1,911 百万円

 61   

 141   

 424   

 116   

 

 

24

573

  

 3,253   

 △1,934   

 1,318   

    

 △2,346   

 △229   

 △1   

 △2,577   

 △1,259   

 △641   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人

税等の負担率との差異の原因となった主

な項目別の内訳 

    

  

法定実効税率 

（調整） 

交際費等損金に算入されない項目 

住民税均等割額等 

評価性引当額 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 

 40.6 ％ 

    

 1.6   

 1.1   

 △33.9   

 0.1   

 9.5   

 40.6 ％ 

    

 2.8   

 3.4   

 △46.9   

 △3.1   

 △3.2   
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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）  

 当社では、大阪府及び東京都において、当社及び一部の連結子会社が使用するオフイスビル（土地を含む。）を

所有しております。当社グループが使用している以外は、賃貸オフイスビルとしております。また、大阪府に賃貸

収益を得ることを目的として賃貸住宅を有しております。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸

損益は71百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）、減損損失は1,788百万円（特別損失に

計上）であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減損損失（1,788百万円）であります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定評価額を基礎として評価しております。 

  
 （追加情報） 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月

28日）を適用しております。 

（賃貸等不動産関係）

 連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価 

（百万円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

  3,654   △1,817   1,837   1,818
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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） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

事業区分は製品及び役務の機能別種類により区分しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建設工事業
(百万円) 

機械器具製
造業 
(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  42,612  4,675  47,288  －  47,288

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 71  654  725 (725)  －

計  42,684  5,329  48,013 (725)  47,288

営業費用  37,910  5,061  42,971 (765)  42,205

営業利益  4,774  268  5,042  39  5,082

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  38,117  4,332  42,450  8,146  50,596

減価償却費  457  14  471  －  471

資本的支出  739  20  759  －  759

  
建設工事業
(百万円) 

機械器具製
造業 
(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  36,074  3,579  39,653  －  39,653   

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 38  884  922 (922)  －   

計  36,113  4,463  40,576 (922)  39,653   

営業費用  32,929  4,247  37,177 (963)  36,214   

営業利益  3,183  215  3,398  40  3,439   

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  33,102  4,060  37,163  7,845  45,009   

減価償却費  462  16  479  －  479   

減損損失  1,788  －  1,788  －  1,788   

資本的支出  410  20  430  －  430   

① 建設工事業 ： 熱絶縁工事、建築工事及び内装仕上工事他 

② 機械器具製造業 ： 各種ボイラーの製造据付、産業用機械の製造据付 
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２．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金預金）、

長期投資資金（投資有価証券及び出資金）等であり、金額は下記のとおりであります。 

      ３．会計方針の変更 

（当連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、完成工事高及び完成工事原価の

計上基準を変更しております。この結果、従来の方法に比較して当連結会計年度の売上高は、建設工事業

が 百万円増加し、機械器具製造業が 百万円増加しております。 

また、営業利益は、建設工事業が 百万円増加し、機械器具製造業が 百万円増加しております。 

  

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） 

  

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・アフリカ…シンガポール、ナイジェリア 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金預金）、

長期投資資金（投資有価証券及び出資金）等であり、金額は下記のとおりであります。 

                                                      

前連結会計年度   百万円8,520

当連結会計年度   百万円8,490

788 56

87 5

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア・アフ
リカ(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  45,946  1,341  47,288  －  47,288

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 206  7  214 (214)  －

計  46,153  1,349  47,502 (214)  47,288

営業費用  41,108  1,215  42,324 (118)  42,205

営業利益  5,044  133  5,177  △95  5,082

Ⅱ 資産  41,291  691  41,983  8,613  50,596

  
日本

（百万円） 
アジア・アフ
リカ(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  37,379  2,274  39,653  －  39,653

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 239  9  249 (249)  －

計  37,618  2,284  39,903 (249)  39,653

営業費用  34,594  1,869  36,463 (249)  36,214

営業利益  3,024  414  3,439  0  3,439

Ⅱ 資産  35,257  1,207  36,465  8,543  45,009

前連結会計年度   百万円8,520

当連結会計年度   百万円8,490
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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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア  … シンガポール、インドネシア、タイ、サウジアラビア 

(2）アフリカ … ナイジェリア、エジプト 

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

  

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア  … シンガポール、インドネシア、タイ 

(2）アフリカ … エジプト 

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

  

  

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） 

 該当事項はありません。  

（追加情報） 

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

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

す。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

   

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） 

 該当事項はありません。  

  

ｃ．海外売上高

  アジア アフリカ その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,747  383  69  3,201   

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  47,288   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.8  0.8  0.2  6.8   

  アジア アフリカ その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,394  754  89  3,238   

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  39,653   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.0  1.9  0.2  8.2   

（関連当事者情報）
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 （注） １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

（1）受注高  

 （単位：百万円、％） 

  

（2）売上高  

 （単位：百万円、％） 

  

該当事項はありません 

  

（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） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 円 銭428 43

１株当たり当期純利益 円 銭69 21

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭464 12

１株当たり当期純利益 円 銭28 83

  
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株当たり当期純損益金額     

当期純利益（百万円）  4,262  1,658

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（百万円）  4,262  1,658

期中平均株式数（千株）  61,590  57,533

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連

結会計年度末から重要な変動があったものの概要  

－ － 

（受注及び売上の状況）

 区  分 
前連結会計年度 当連結会計年度 増   減 

 金 額  構成比  金 額  構成比  金 額  対前年比 

 建設工事業  43,152  89.7  32,912  91.0    △10,239  △23.7

 機械器具製造業  4,959  10.3  3,252  9.0    △1,706  △34.4

 合  計  48,111  100.0  36,165  100.0    △11,945  △24.8

 区  分 
前連結会計年度 当連結会計年度 増   減 

 金 額  構成比  金 額  構成比  金 額  対前年比 

 建設工事業  42,612  90.1  36,074  91.0  △6,538  △15.3

 機械器具製造業  4,675  9.9  3,579  9.0  △1,096  △23.4

 合  計  47,288  100.0  39,653  100.0  △7,634  △16.1

（重要な後発事象）
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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 6,837 6,358

受取手形 1,755 1,395

完成工事未収入金 10,952 9,969

未成工事支出金 2,184 1,925

商品及び製品 74 34

原材料及び貯蔵品 135 122

繰延税金資産 690 507

その他 394 470

貸倒引当金 △64 △63

流動資産合計 22,958 20,721

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,593 3,916

減価償却累計額 △1,391 △1,525

建物（純額） 2,201 2,391

構築物 213 206

減価償却累計額 △164 △163

構築物（純額） 49 43

機械及び装置 1,536 1,506

減価償却累計額 △1,107 △1,205

機械及び装置（純額） 429 301

車両運搬具 34 46

減価償却累計額 △30 △35

車両運搬具（純額） 3 11

工具器具・備品 574 603

減価償却累計額 △503 △515

工具器具・備品（純額） 70 88

土地 5,285 5,259

建設仮勘定 191 27

有形固定資産計 8,231 8,123

無形固定資産 19 19

投資その他の資産   

投資有価証券 1,656 2,105

関係会社株式 1,771 1,833

関係会社長期貸付金 260 161

破産更生債権等 66 0

繰延税金資産 638 377

その他 697 459

貸倒引当金 △157 △93

投資その他の資産計 4,934 4,844

固定資産合計 13,186 12,987

資産合計 36,145 33,708
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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 1,250 468

支払信託 824 653

工事未払金 2,877 2,741

短期借入金 4,466 2,861

1年内償還予定の社債 200 300

未払費用 82 74

未払法人税等 100 66

未成工事受入金 448 497

完成工事補償引当金 24 26

賞与引当金 235 205

役員賞与引当金 50 40

工事損失引当金 6 24

その他 587 389

流動負債合計 11,153 8,349

固定負債   

社債 300 －

長期借入金 2,745 2,008

退職給付引当金 830 845

役員退職慰労引当金 175 192

再評価に係る繰延税金負債 641 641

その他 603 513

固定負債合計 5,295 4,201

負債合計 16,449 12,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,889 6,889

資本剰余金   

資本準備金 999 999

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 1,000 999

利益剰余金   

利益準備金 77 112

その他利益剰余金   

別途積立金 8,500 11,500

繰越利益剰余金 4,286 2,282

利益剰余金合計 12,863 13,894

自己株式 △1,988 △1,741

株主資本合計 18,763 20,042

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 164 338

土地再評価差額金 767 767

評価・換算差額等合計 932 1,105

新株予約権 － 8

純資産合計 19,695 21,156

負債純資産合計 36,145 33,708
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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) 

完成工事高 35,535 28,832

完成工事原価 28,346 23,550

完成工事総利益 7,189 5,282

販売費及び一般管理費   

役員報酬 89 91

従業員給料手当 1,081 1,076

賞与引当金繰入額 141 124

退職給付費用 87 137

役員退職慰労引当金繰入額 25 22

法定福利費 179 147

通信交通費 243 229

地代家賃 65 68

減価償却費 33 33

租税公課 47 54

雑費 164 －

貸倒引当金繰入額 － 0

役員賞与引当金繰入額 50 40

研究開発費 － 138

その他の販売費及び一般管理費 507 554

販売費及び一般管理費合計 2,715 2,719

営業利益 4,473 2,562

営業外収益   

受取利息 55 27

受取配当金 33 35

不動産賃貸料 343 309

その他 42 36

営業外収益合計 474 409

営業外費用   

支払利息 181 93

社債利息 4 2

為替差損 296 20

不動産賃貸原価 186 169

複合金融商品評価損 13 1

その他 103 43

営業外費用合計 786 331

経常利益 4,161 2,640

特別利益   

貸倒引当金戻入額 47 －

特別利益合計 47 －

特別損失   

投資有価証券評価損 87 51

投資有価証券売却損 17 －

関係会社整理損 1 －

減損損失 － 61

特別損失合計 107 113
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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) 

税引前当期純利益 4,101 2,527

法人税、住民税及び事業税 52 44

法人税等調整額 274 324

法人税等合計 326 369

当期純利益 3,775 2,157
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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 6,889 6,889

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,889 6,889

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 999 999

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 999 999

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,000 1,000

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式の消却 － △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,000 999

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 39 77

当期変動額   

剰余金の配当 37 35

当期変動額合計 37 35

当期末残高 77 112

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,800 8,500

当期変動額   

別途積立金の積立 3,700 3,000

当期変動額合計 3,700 3,000

当期末残高 8,500 11,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,624 4,286

当期変動額   

剰余金の配当 △414 △385

別途積立金の積立 △3,700 △3,000

当期純利益 3,775 2,157

自己株式の消却 － △776
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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) 

当期変動額合計 △338 △2,003

当期末残高 4,286 2,282

利益剰余金合計   

前期末残高 9,464 12,863

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

別途積立金の積立 － －

自己株式の消却 － △776

当期純利益 3,775 2,157

当期変動額合計 3,398 1,031

当期末残高 12,863 13,894

自己株式   

前期末残高 △890 △1,988

当期変動額   

自己株式の取得 △1,100 △529

自己株式の処分 1 0

自己株式の消却 － 776

当期変動額合計 △1,098 247

当期末残高 △1,988 △1,741

株主資本合計   

前期末残高 16,464 18,763

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

当期純利益 3,775 2,157

自己株式の取得 △1,100 △529

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 2,299 1,278

当期末残高 18,763 20,042

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 482 164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317 173

当期変動額合計 △317 173

当期末残高 164 338

土地再評価差額金   

前期末残高 767 767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 767 767

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,249 932

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317 173

当期変動額合計 △317 173

当期末残高 932 1,105
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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) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8

当期変動額合計 － 8

当期末残高 － 8

純資産合計   

前期末残高 17,713 19,695

当期変動額   

剰余金の配当 △376 △350

当期純利益 3,775 2,157

自己株式の取得 △1,100 △529

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） △317 182

当期変動額合計 1,982 1,461

当期末残高 19,695 21,156
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 該当事項はありません。 

   

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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