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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 40,776 △10.8 4,393 30.7 4,373 24.5 2,230 28.1
21年3月期 45,735 6.2 3,362 △16.0 3,513 △15.6 1,741 △25.7

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 105.81 ― 7.0 9.8 10.8
21年3月期 83.27 ― 5.8 7.8 7.4

（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 45,555 32,948 72.3 1,566.37
21年3月期 43,975 30,646 69.7 1,458.93

（参考） 自己資本   22年3月期  32,948百万円 21年3月期  30,646百万円

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 4,489 △3,086 △452 9,163
21年3月期 5,615 △4,317 392 8,213

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
純資産配当

率第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 ― 15.00 15.00 315 18.0 1.0
22年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 315 14.2 1.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 15.00 15.00 14.1

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

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

18,000 16.5 1,620 12.7 1,720 12.4 1,000 2.2 47.54

通期 40,000 △1.9 3,700 △15.8 3,870 △11.5 2,240 0.4 106.49
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定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。 

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 21,858,491株 21年3月期 21,858,491株

② 期末自己株式数 22年3月期  823,782株 21年3月期  852,347株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成23年３月期の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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可能性
があります。なお、前項の予想に関連する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当事業年度における経営成績 

 当期におけるわが国経済は、海外経済の回復に伴う輸出・生産の増加や政府による経済対策の効果等により、一部

に景気の持ち直し傾向が見られたものの、企業収益は設備投資の抑制やデフレの進行等により厳しい局面を脱するこ

とができず、雇用情勢や所得水準の悪化から個人消費も低迷するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 建設業界におきましては、政府の補正予算などにより公共建設投資は比較的堅調に推移したものの、民間建設投資

は、企業収益の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、引き続き厳しい受注環境となりまし

た。 

 このような状況のなか当社は、受注獲得と事業効率の向上を目指して事業体制の再構築を行い、建築事業分野で

は、営業と施工が一体となって営業力・コスト競争力のレベルアップを図るとともに、債権回収リスクを考慮した受

注物件の選別に取り組み、土木事業分野では、総合評価方式工事の確実な獲得に向けた提案体制の強化と、施工環

境・利益を考慮した応札工事の絞り込みに取り組んでまいりました。また、利益を確保するために、コスト削減の追

求と厳密な原価管理による利益の創出に取り組み、人的ロスを 小限にした要員活用や支出コストの低減に努めてま

いりました。 

  

 この結果、売上高は407億７千６百万円（前事業年度比10.8％減）となったものの、利益につきましては、採算を

重視した受注に努めたことや利益管理の徹底並びに前事業年度に計上した貸倒引当金の反動もあり販売費及び一般管

理費が減少したため、営業利益は43億９千３百万円（前事業年度比30.7％増）、経常利益は43億７千３百万円(前事

業年度比24.5％増)、当期純利益は、厳しい経済環境を踏まえ、賃貸等不動産の減損損失を計上しましたが、22億３

千万円（前事業年度比28.1％増）となりました。 

 (建設部門） 

 建設部門においては、受注高は387億４百万円（前事業年度比4.6％増）となりましたが、完成工事高は、工事進行

基準適用に係る増加があったものの、前事業年度からの大型繰越工事の完成が減少したことから402億６百万円（前

事業年度比11.3％減）となりました。 

 （不動産部門） 

 不動産部門においては、前事業年度に取得した賃貸不動産に係る賃貸収入が増加したことを主因に、売上高は５億

７千万円（前事業年度比39.2％増）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、製造業を中心とした輸出・生産の増加や政府による経済対策の効果からようやく景

気回復の兆しが見えてきたものの、円高、デフレの進行、雇用情勢の悪化などの不安要素は引き続き散在しており、

景気は本格的な回復基調に入ったとはいえない状態です。 

 建設業界におきましては、政権交代により公共建設投資が大幅に削減される見通しであり、民間建設投資におきま

しても、企業収益に明るさが見えてきたものの、景気の不安定要素から引き続き設備投資の抑制傾向が続くものと思

われます。これにより、少ない建設投資をめぐった受注競争の激化や利益水準の低下などが危惧されることから、こ

れまで以上に厳しい経営環境となることが予想されます。 

 当社といたしましては、熾烈な受注競争に勝ち残るために、生き残りをかけて受注目標の必達を目指すとともに、

お客様からの信用・信頼を獲得し維持していくため、感動品質の提供と社内外のルール遵守に加え、社員全員が会社

の品格の向上を意識した行動に取り組んでまいります。また、当社が施工する工事は、鉄道工事などの公共性の高い

事業が多いことから、引き続き「安全」を 優先した取り組みを実施してまいります。今年度は『「より高いステー

ジをめざして」固い決意と行動力で「創るぞ！安心現場、必達するぞ！受注目標」』を経営スローガンに掲げ、安

全、受注、利益、技術・品質、社員の行動面を経営方針の柱とし、その課題克服と経営目標の達成に向け、全役員社

員が一丸となって努力してまいる所存であります。 

 なお、通期の業績予想といたしましては、受注高は不動産事業を含み395億円、売上高は前事業年度からの繰越工

事高が減少していることから400億円を見込んでおります。利益につきましては、公共工事の縮減や民間建築工事の

競争激化による採算性の低下が予想されることから、営業利益は37億円、経常利益は38億７千万円、当期純利益は22

億４千万円を見込んでおります。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

 流動資産合計は、工事進行基準の適用により未成工事支出金が減少する一方、完成工事未収入金の増加もありま

したが、有価証券等の増加もあり、前事業年度末比17億１千１百万円（6.8％）増加しました。 

 流動資産の増加を主因として資産合計は、前事業年度末比15億７千９百万円（3.6％）増加しました。 

 負債合計は、支払手形や工事未払金の減少等により、前事業年度末比７億２千２百万円（5.4％）減少し、126億

７百万円となりました。 

 また純資産合計は、株主資本が別途積立金等により増加したことや投資有価証券の時価上昇により、評価・換算

差額等が増加したため、前事業年度末比23億１百万円（7.5％）増加し、329億４千８百万円となりました。 

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、44億８千９百万円の収入超過（前事業年度は56億１千５百万円の収入超

過）となりました。 

 この要因は、売上債権の増加や仕入債務の減少による支出超過要因もありましたが、工事進行基準による未成工

事支出金の減少等もあり、運転資金増減は支出超過並びに収入超過がほぼ同額となったものの、税引前当期純利益

や減価償却費等により大幅な収入超過となったものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、30億８千６百万円の支出超過（前事業年度は43億１千７百万円の支出超

過）となりました。これは、線路メンテナンス工事用の大型保線機械購入等による有形固定資産の取得19億９千３

百万円や一時的な余裕資金による有価証券取得が主な要因であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や長期借入金の返済等により４億５千２百万円の支出超過

となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末比９億４千９百万円増加し、91億６千３百万円とな

りました。  

  

 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／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローおよび利払いは、それぞれキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローおよび利息の支払額を使用しております。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

※平成20年３月期における「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」については、有利子負債が存在しないため、

また「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、利払いが無いため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

  当社の配当政策につきましては、数年間の業績を考慮のうえ安定的な配当の継続を重視し、記念すべき節目には経

営成績の状況や今後の事業展開等を勘案し記念配当などを実施し、株主の皆様へ利益還元を図っていくことを基本方

針にしております。 

 当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき前期と同額の１株当たり15円の普通配当を株主総会に提案させ

て頂く予定であります。次期の配当金につきましても１株につき15円の普通配当を予定しております。 

 また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開および大型保線機械の更新のために有効的な投資をしていき

たいと考えております。 

  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（％）  64.9  69.7  72.3

時価ベースの自己資本比率（％）  33.9  30.1  32.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  －  10.6  9.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  603.4  713.4
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(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績および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ついては、主として以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成22年３月31日現在）において判断した

ものであります。 

 ① 建設市場の動向 

 当社の受注・売上高は国内の建設投資動向による影響を受けるため、今後想定外に官公庁及び民間建設投資が

急激に減少した場合には業績に影響を与える可能性があります。 

 ② 工事事故の発生 

 当社は工事の施工に際しては、鉄道工事を始めとして公共性の高い事業が多いことから「安全の確保」を 優

先した取り組みを実施しておりますが、万が一死亡に直結するなどの重大事故が発生した場合、発注者からの信

用・信頼の失墜につながり、業績などに影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 原材料価格の高騰 

 主要建設資材などが急激に高騰し、請負金額に反映することが困難で価格へ転嫁できない場合や想定外に材料

費や労務費などの価格が急騰したときには業績などに影響を及ぼす可能性があります。 

 ④ 法令遵守違反等のリスク 

 当社は法令遵守の徹底を図るために「企業倫理規則」、「倫理・法令遵守委員会規則」の制定および「倫理・

法令遵守委員会」の活動や各種マニュアルの作成、教育を通じ、役員・社員に徹底した法令遵守への取り組みを

行なっております。しかし、何らかの理由で、法令遵守違反などが発生した場合に社会的信用および信頼を損な

うなど、業績などに影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 信用リスク 

 当社は取引先の与信管理を行いリスク回避に努めておりますが、予想されない取引先の倒産等により貸倒れが

発生した場合は、当社の業績などに影響を及ぼす可能性があります。また、工事施工中に協力会社や共同施工会

社が倒産等に陥った場合には、工期に影響を及ぼすとともに予定外の費用が発生し、当社の業績等に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 ⑥ 特定の取引先への依存度について 

 当社は、鉄道工事に特性を有する総合建設業であり、東日本旅客鉄道株式会社への売上高の比率が高くなって

おります。このことは、当社が創業以来、培ってきた鉄道工事における専門技術力と永年にわたる同社との信頼

関係によるものであります。 

 しかしながら、同社が何らかの理由により設備投資額または当社との取引を削減しなければならなくなった場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦ 朱鷺メッセ連絡デッキ崩落事故にかかる訴訟について 

 当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下した事故について平成16年９月７日付（訴状通達は17日）

で、新潟県から民法719条の「連帯して全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工事の設計、工事監

理、施工を行った関係６社に対して８億９千４百万円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、現在も訴訟手続中であ

ります。 

 当社といたしましては、訴訟のなかで当社の正当性を主張していく方針であります。 
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 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（第一建設工業株式会社）および子会社２社で構成され、主と

して建設事業および不動産事業を展開しており、当企業集団に係る位置づけは、次のとおりであります。 

（建設部門） 

 当社が建設工事の施工を行うほか、子会社の㈱ホームテック・旭、㈱シビル旭が建築および土木の小額工事の施工を

行っており、その一部を当社が発注しております。 

（不動産部門） 

 当社および㈱ホームテック・旭が不動産の賃貸および仲介等を行っております。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、社会的資産の形成や鉄道を中心とした輸送ネットワークなど公益性の高い建設事業を担う企業として、

「安全・安心」を 優先した企業風土の構築と取り組みを実践しております。また、常に技術力の向上に努め、高品

質で安全性に優れ、心から喜んでもらえる技術・商品の提供を目指し、顧客から高い満足を得られる企業づくりに邁

進していきます。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、大切な経営姿勢の一つとして「堅実で財務内容の良好な企業」を目指し、今後も、量より質をターゲット

として収益性が高く、高効率な経営を実践していくことを目標にしております。 

 さらに、どのような環境下においても本業での成果をあらわす営業利益率を５％以上とすることを目標とし、常に

一定の利益を確保できる収益基盤の確立に努めていきます。 

 ちなみに、平成22年３月期の営業利益率は10.8％となりました。 

  

(3）中期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

 今後、建設市場全体の規模の縮小と市場構造の変化および様々な発注方式の導入などにより受注競争はさらに激化

が予想され、依然として厳しい経営環境が続くものと判断しております。 

 当社が目指す方向は、どのような環境変化に対しても的確に対応できるしなやかな経営基盤の確立であります。そ

のためには、会社の現状に満足することなく、安全、営業、技術、品質、財務などあらゆる面において、さらに高い

ステージを目指すことであります。 

 当社は当面の対処すべき事柄として、「さらなる安全の向上」、「信用・信頼の獲得」、「受注の確保」、「高品

質の提供」、「技術力の向上」などを重要な課題として位置づけ、以下に掲げる個別課題の解決に取り組んでいく方

針であります。 

① 鉄道の安全・安定輸送の一翼を担う責務として「安全を 優先する企業」および「安全ルールの遵守」に徹底し

て取り組むことによって、社会や発注者から信頼される企業を目指していきます。 

② 建設事業をとおして社会や顧客から信頼されるパートナーとして、環境を大切にし自然との共生を図りながら、

地域社会の発展に寄与していきます。また、社会的信用や信頼の獲得を目標に、コンプライアンスを徹底し、Ｃ

ＳＲ（企業の社会的責任）を自覚した行動に努めていきます。 

③ 建設市場の縮小するなか、受注獲得に向け、新しい技術・工法の導入および商品開発や企画提案技術の向上に積

極的に取り組み、総合技術力で高い評価をいただける技術集団を目指していきます。 

④ 自社のオリジナルな商品の開発・販売および顧客の資産活用を支援するＦＡ事業の全社展開を推進し、地域ユー

ザーを大切にした営業の展開に取り組んでいきます。  

⑤ 品質要求への顧客ニーズの高まりを的確に把握し、いかに顧客の期待以上に喜びや満足を提供できるかを常に考

え、さらに品質面での高い感動レベル追求に取り組んでいきます。 

 ⑥ 東日本旅客鉄道株式会社より受託している線路メンテナンス工事に必要な大型保線機械の更新を実施中でありま

す。今後も、長期にわたり設備投資が見込まれるため、資金調達を含めた計画的な更新を実施していきます。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成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 8,213,201 9,163,166

受取手形 492,006 57,459

完成工事未収入金 10,121,286 11,712,681

有価証券 1,019,539 2,099,994

販売用不動産 372,468 370,954

未成工事支出金 4,122,722 ※2  2,627,849

繰延税金資産 432,484 378,339

未収入金 470,637 475,205

その他 111,741 132,791

貸倒引当金 △147,080 △97,890

流動資産合計 25,209,007 26,920,551

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  5,755,972 ※1  5,809,781

減価償却累計額 △1,569,183 △1,811,604

建物（純額） 4,186,789 3,998,176

構築物 349,507 351,170

減価償却累計額 △128,891 △157,364

構築物（純額） 220,615 193,805

機械及び装置 433,481 444,161

減価償却累計額 △327,794 △359,499

機械及び装置（純額） 105,687 84,662

車両運搬具 8,347,925 9,897,104

減価償却累計額 △3,662,438 △4,622,125

車両運搬具（純額） 4,685,487 5,274,979

工具器具・備品 235,535 275,249

減価償却累計額 △193,500 △174,360

工具器具・備品（純額） 42,034 100,889

土地 ※1  3,735,499 ※1  3,227,135

リース資産 － 10,380

減価償却累計額 － △173

リース資産（純額） － 10,207

建設仮勘定 － 21,660

有形固定資産計 12,976,113 12,911,515
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（単位：千円）

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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 11,028 117,417

電話加入権 16,926 16,926

その他 86 41

無形固定資産計 28,041 134,385

投資その他の資産   

投資有価証券 4,270,940 4,670,156

関係会社株式 35,771 35,771

従業員に対する長期貸付金 1,939 816

破産更生債権等 325,514 14,055

長期前払費用 10,608 7,664

繰延税金資産 798,886 558,203

その他 318,995 302,268

貸倒引当金 △100 △10

投資その他の資産計 5,762,557 5,588,926

固定資産合計 18,766,712 18,634,827

資産合計 43,975,720 45,555,379

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,279,387 3,207,160

工事未払金 3,893,441 3,373,991

未払金 64,906 169,282

未払費用 834,633 886,571

リース債務 － 2,179

未払法人税等 1,223,279 1,367,163

未成工事受入金 1,578,330 1,725,300

預り金 262,981 68,947

完成工事補償引当金 26,960 16,390

工事損失引当金 79,540 52,450

賠償損失引当金 103,000 －

役員賞与引当金 15,560 20,430

その他 228,428 130,633

流動負債合計 11,590,449 11,020,499

固定負債   

長期借入金 592,210 441,940

リース債務 － 8,475

退職給付引当金 905,437 928,177

その他 241,001 207,953

固定負債合計 1,738,648 1,586,546

負債合計 13,329,098 12,607,046
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金   

資本準備金 3,338,395 3,338,395

その他資本剰余金 1,095 －

資本剰余金合計 3,339,490 3,338,395

利益剰余金   

利益準備金 321,293 321,293

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 128,879 128,688

別途積立金 21,210,000 22,710,000

繰越利益剰余金 2,888,479 3,284,244

利益剰余金合計 24,548,653 26,444,227

自己株式 △591,529 △567,639

株主資本合計 30,598,990 32,517,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,631 430,973

評価・換算差額等合計 47,631 430,973

純資産合計 30,646,622 32,948,333

負債純資産合計 43,975,720 45,555,379
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 45,325,528 40,206,157

不動産事業売上高 409,739 570,177

売上高合計 45,735,268 40,776,335

売上原価   

完成工事原価 38,848,243 33,449,626

不動産事業売上原価 ※1  357,639 ※1  321,692

売上原価合計 39,205,883 ※6  33,771,318

売上総利益   

完成工事総利益 6,477,285 6,756,531

不動産事業総利益 52,100 248,484

売上総利益合計 6,529,385 7,005,016

販売費及び一般管理費   

役員報酬 158,811 154,012

役員賞与引当金繰入額 15,560 20,430

従業員給料手当 1,242,931 1,299,510

退職給付費用 37,645 41,634

法定福利費 166,174 173,257

福利厚生費 48,036 56,273

修繕維持費 50,629 57,623

事務用品費 78,120 80,327

通信交通費 134,914 131,797

動力用水光熱費 16,414 16,135

調査研究費 920 645

広告宣伝費 67,211 59,899

貸倒引当金繰入額 640,975 5,546

交際費 49,506 47,534

寄付金 5,040 4,373

地代家賃 83,586 80,782

減価償却費 37,083 43,084

租税公課 86,219 79,095

保険料 66,593 66,475

雑費 180,195 192,994

販売費及び一般管理費合計 ※2  3,166,571 ※2  2,611,433

営業利益 3,362,813 4,393,583
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（単位：千円）

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 11,933 6,053

有価証券利息 16,239 17,050

受取配当金 86,811 72,318

受取地代家賃 26,209 29,468

受取保険金 － 23,921

雑収入 25,695 12,595

営業外収益合計 166,889 161,407

営業外費用   

支払利息 9,306 6,292

投資有価証券売却損 － 72,096

投資有価証券評価損 － 95,403

株式交付費 2,563 －

売上債権売却損 2,476 1,968

雑支出 2,090 5,542

営業外費用合計 16,437 181,304

経常利益 3,513,265 4,373,686

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 49,280

賠償損失引当金戻入額 － 44,013

特別利益合計 － 93,293

特別損失   

固定資産売却損 ※3  48,564 －

固定資産除却損 ※4  9,968 ※4  10,938

減損損失 － ※5  584,206

投資有価証券評価損 408,113 －

販売用不動産評価損 ※1  29,871 －

特別損失合計 496,519 595,145

税引前当期純利益 3,016,746 3,871,833

法人税、住民税及び事業税 1,633,000 1,606,000

法人税等調整額 △357,993 34,980

法人税等合計 1,275,006 1,640,980

当期純利益 1,741,740 2,230,853
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成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 3,053,175 3,302,375

当期変動額   

新株の発行 249,200 －

当期変動額合計 249,200 －

当期末残高 3,302,375 3,302,375

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,089,195 3,338,395

当期変動額   

新株の発行 249,200 －

当期変動額合計 249,200 －

当期末残高 3,338,395 3,338,395

その他資本剰余金   

前期末残高 1,287 1,095

当期変動額   

自己株式の処分 △191 △1,095

当期変動額合計 △191 △1,095

当期末残高 1,095 －

資本剰余金合計   

前期末残高 3,090,482 3,339,490

当期変動額   

自己株式の処分 △191 △1,095

新株の発行 249,200 －

当期変動額合計 249,008 △1,095

当期末残高 3,339,490 3,338,395

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 321,293 321,293

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 321,293 321,293

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 129,079 128,879

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △200 △191

当期変動額合計 △200 △191

当期末残高 128,879 128,688
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（単位：千円）

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) 

別途積立金   

前期末残高 19,210,000 21,210,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000,000 1,500,000

当期変動額合計 2,000,000 1,500,000

当期末残高 21,210,000 22,710,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,459,100 2,888,479

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 200 191

別途積立金の積立 △2,000,000 △1,500,000

剰余金の配当 △312,561 △315,092

当期純利益 1,741,740 2,230,853

自己株式の処分 － △8,022

信託口に対する配当相当額 － △12,165

当期変動額合計 △570,620 395,765

当期末残高 2,888,479 3,284,244

利益剰余金合計   

前期末残高 23,119,474 24,548,653

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △312,561 △315,092

当期純利益 1,741,740 2,230,853

自己株式の処分 － △8,022

信託口に対する配当相当額 － △12,165

当期変動額合計 1,429,179 1,895,574

当期末残高 24,548,653 26,444,227

自己株式   

前期末残高 △209,151 △591,529

当期変動額   

新株の発行 △498,400 －

自己株式の取得 △19,215 △127,438

自己株式の処分 135,237 151,328

当期変動額合計 △382,377 23,890

当期末残高 △591,529 △567,639
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（単位：千円）

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) 

株主資本合計   

前期末残高 29,053,981 30,598,990

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △312,561 △315,092

当期純利益 1,741,740 2,230,853

自己株式の取得 △19,215 △127,438

自己株式の処分 135,045 142,210

信託口に対する配当相当額 － △12,165

当期変動額合計 1,545,009 1,918,369

当期末残高 30,598,990 32,517,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 815,067 47,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △767,435 383,341

当期変動額合計 △767,435 383,341

当期末残高 47,631 430,973

評価・換算差額等合計   

前期末残高 815,067 47,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △767,435 383,341

当期変動額合計 △767,435 383,341

当期末残高 47,631 430,973

純資産合計   

前期末残高 29,869,048 30,646,622

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △312,561 △315,092

当期純利益 1,741,740 2,230,853

自己株式の取得 △19,215 △127,438

自己株式の処分 135,045 142,210

信託口に対する配当相当額 － △12,165

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △767,435 383,341

当期変動額合計 777,573 2,301,710

当期末残高 30,646,622 32,948,333
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 3,016,746 3,871,833

減価償却費 1,163,547 1,555,504

減損損失 － 584,206

貸倒引当金の増減額（△は減少） 640,909 △43,633

工事損失引当金の増減額（△は減少） 7,310 △27,090

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,800 4,870

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,498 22,739

受取利息及び受取配当金 △114,984 △95,422

支払利息 9,306 6,292

投資有価証券評価損益（△は益） 408,113 95,403

投資有価証券売却損益（△は益） △481 72,096

有形固定資産売却損益（△は益） 48,564 －

有形固定資産除却損 10,363 10,938

売上債権の増減額（△は増加） 1,021,133 △1,156,847

未成工事支出金の増減額（△は増加） 4,378,749 1,494,873

販売用不動産の増減額（△は増加） 92,348 1,513

未収入金の増減額（△は増加） △167,710 △18,068

仕入債務の増減額（△は減少） △484,414 △591,677

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,098,986 146,969

その他の流動負債の増減額（△は減少） 177,667 △49,285

長期預り金の増減額（△は減少） 74,200 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 87,365 △160,740

その他 △60,989 142,924

小計 7,245,458 5,867,401

利息及び配当金の受取額 114,807 94,375

利息の支払額 △9,306 △6,292

法人税等の支払額 △1,735,764 △1,466,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,615,195 4,489,140

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △11,492,233 △9,499,260

有価証券の売却及び償還による収入 12,620,000 8,520,000

有形固定資産の取得による支出 △5,443,206 △1,993,698

有形固定資産の売却による収入 21,099 13,500

無形固定資産の取得による支出 － △117,853

投資有価証券の取得による支出 △118,275 △705,805

投資有価証券の売却及び償還による収入 102,291 682,538

貸付金の回収による収入 603 606

その他 △7,610 13,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,317,331 △3,086,597
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 712,000 －

長期借入金の返済による支出 △119,789 △150,269

配当金の支払額 △315,054 △316,837

自己株式の取得による支出 △19,215 △127,438

自己株式の売却による収入 135,045 142,210

リース債務の返済による支出 － △243

財務活動によるキャッシュ・フロー 392,985 △452,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,690,849 949,965

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,351 8,213,201

現金及び現金同等物の期末残高 8,213,201 9,163,166
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 該当事項はありません。  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

  
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

……償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式……移動平均法による原価法 子会社株式 同左 

  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 

……移動平均法による原価法・償却原

価法 

時価のないもの 

同左 

   なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

――――――  

２．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（貸借対照表

価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定） 

販売用不動産 

……個別法による原価法（貸借対照表

価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定） 

   （会計方針の変更） 

 販売用不動産は、従来個別法による

原価法によっておりましたが、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、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

簿価切り下げの方法）により算定して

おります。 

 これにより、営業利益及び経常利益

は、それぞれ62,477千円又税引前当期

純利益は、92,348千円減少しておりま

す。 

  

  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 
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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） 

  材料貯蔵品 

……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

基づく簿価切り下げの方法により算

定） 

材料貯蔵品 

……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

基づく簿価切り下げの方法により算

定） 

   （会計方針の変更） 

 材料貯蔵品は、従来移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、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、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

基づく簿価切り下げの方法）により算

定しております。 

 これによる損益の影響はありませ

ん。 

  

３．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（附属設備を除

く）は定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

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（附属設備を除

く）は定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

  建物・構築物 15年～50年

機械及び装置 ６年

車両運搬具・工具器具・

備品 
５年～10年

建物・構築物 15年～50年

機械及び装置 ６年

車両運搬具・工具器具・

備品 
５年～10年

  （追加情報） 

 当社の機械及び装置については、従

来、耐用年数を５年～10年としており

ましたが、当事業年度より６年に変更

いたしました。 

 この変更は、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する法律 平成

20年４月30日法律第23号）及び（所得

税法等の一部を改正する法律附則第

119条２の規定による経過措置を定め

る政令 平成20年４月30日政令第164

号））により、耐用年数を見直した結

果によるものです。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

   無形固定資産 

 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 
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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） 

  ――――――  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、残存期

間を零とする定額法によっておりま

す。 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる

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。 

 また、個別引当の貸倒引当金につい

て破産債権、更生債権等から511,767

千円を直接控除しております。 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる

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。 

 また、個別引当の貸倒引当金につい

て破産更生債権等から 千円を

直接控除しております。 

213,744

  完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用に備

えるため、過去の実績をもとにした補

償見積額を計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

  工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に備える

ため、当事業年度末における未引渡工

事の損失見込額を計上しております。

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損失見込

額を計上しております。 

  賠償損失引当金 

 工事入札に係る損害賠償請求訴訟に

ついて、将来の損害賠償の支出に備え

るため、合理的と考えられる見積額を

計上しております。 

―――――― 

  

  

役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当事

業年度負担額を計上しております。 

役員賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、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おります。

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（15年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

退職給付引当金 

 同左  

    （会計方針の変更） 

 当事業年度より「「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。  

 なお、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

はありません。 
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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） 

５．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 

イ 当事業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 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

工事完成基準  

（会計基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準につ

いては、従来、工事完成基準を適用し

ておりましたが、当事業年度から「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、当事業年度に着手した工事契

約から当事業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。 

 なお、平成21年３月31日以前に着手

した工事契約は、工事完成基準を引き

続き適用しております。 

 これにより、完成工事高は

千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、それ

ぞれ 千円増加しております。 

2,084,953

295,695

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手元現金、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

投資からなっております。 

同左 

７．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、税抜方式によっております。 

同左 
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（７）表示方法の変更

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） 

１．未収入金の金額が資産合計の100分の１を超えたた

め、区分掲記することにいたしました。 

  なお、前事業年度は流動資産の「その他」に289,426

千円含まれております。 

１．        ―――――― 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて掲記しておりました「長期預り金の増減額（△は減

少）」は、重要性が増したため区分掲記することにいた

しました。 

  なお、前事業年度は営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に4,036千円含まれております。 

２．        ―――――― 

第一建設工業㈱（1799）　平成22年3月期　決算短信

- 22 -



追加情報

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） 

（信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株

式発行および自己株式処分に関する会計処理方法につい

て） 

 当社は、平成20年４月１日開催の取締役会において、社

員福利厚生の増進を図ると同時に、幅広い層の社員が株価

を意識し、業務向上への共通意識を持って業務遂行し、こ

のことにより企業価値向上を図るべく「信託型従業員持株

インセンティブ・プラン」の導入を決議しました。この決

議に基づき、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）

700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託

口）（以下「信託口」という。）に第三者割当の方法で発

行しております。また併せて自己株式300,000株を信託口

へ処分しております。 

 当該新株式の発行および自己株式の処分については、当

社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した

保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計

処理をしております。 

 すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株

式については、当社が全株自己株式として受け入れたもの

とし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都

度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものとして会

計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分され

た自己株式についても、信託口へ処分された時点では譲渡

を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入

する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものと

して会計処理をしております。 

 従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産

および負債並びに費用および収益についても当社貸借対照

表および損益計算書並びにキャッシュ・フロー計算書に含

めて計上しております。 

 このため、自己株式数については、信託口が所有する当

社株式を自己株式に含めて記載しております。 

 なお、当事業年度末（平成21年３月31日現在）における

自己株式数は、以下の通りであります。 

（信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株

式発行および自己株式処分に関する会計処理方法につい

て） 

 当社は、平成20年４月１日開催の取締役会において、社

員福利厚生の増進を図ると同時に、幅広い層の社員が株価

を意識し、業務向上への共通意識を持って業務遂行し、こ

のことにより企業価値向上を図るべく「信託型従業員持株

インセンティブ・プラン」の導入を決議しました。この決

議に基づき、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）

株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託

口）（以下「信託口」という。）に第三者割当の方法で発

行しております。また併せて自己株式 株を信託口

へ処分しております。 

 当該新株式の発行および自己株式の処分については、当

社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した

保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計

処理をしております。 

 すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株

式については、当社が全株自己株式として受け入れたもの

とし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都

度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものとして会

計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分され

た自己株式についても、信託口へ処分された時点では譲渡

を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入

する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものと

して会計処理をしております。 

 従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産

および負債並びに費用および収益についても当社貸借対照

表および損益計算書並びにキャッシュ・フロー計算書に含

めて計上しております。 

 このため、自己株式数については、信託口が所有する当

社株式を自己株式に含めて記載しております。 

 なお、当事業年度末（平成22年３月31日現在）における

自己株式数は、以下の通りであります。 

700,000

300,000

自己株式数 株852,347

  うち当社所有自己株式数 株41,347

  うち信託口所有当社株式数 株811,000

自己株式数 株823,782

  うち当社所有自己株式数 株230,582

  うち信託口所有当社株式数 株593,200
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（８）注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

建物 千円154,346

土地  154,007

計  308,353

建物 千円254,567

土地  154,007

計  408,574

上記に対応する債務はありません。 上記に対応する債務はありません。 

 ２．       ―――――― ※２．損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は相殺せずに両建てで表示し

ております。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

千円であります。 

52,450

 ３．保証債務 

①下記の会社の金融機関等からの借入に対し、保証を

行っております。 

なお、（ ）内には共同保証総額を記載しておりま

す。 

 ３．保証債務 

①下記の会社の金融機関等からの借入に対し、保証を

行っております。 

なお、（ ）内には共同保証総額を記載しておりま

す。 

㈱カイハツ 
千円 

( 千円)

80,089

784,881
㈱カイハツ 

千円 

( 千円)

57,105

559,637

②下記の得意先が行うマンション購入者への手付金保

証契約に対する保証を行っております。 

上記得意先は、平成21年４月１日付で株式会社サン

シティネクストに商号変更しております。 

㈱地建 千円5,000

計  5,000

②       ―――――― 

 ４．訴訟 

 当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下

した事故について、平成16年９月７日付（訴状通達

は17日）で、新潟県から民法第719条の「連帯して

全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として

工事の設計、工事監理、施工を行った関係６社に対

して894百万円の損害賠償請求訴訟の提起を受け現

在も訴訟手続中であります。 

 ４．訴訟 

同左 
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（損益計算書関係）

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） 

※１．販売用不動産は、収益性の低下に基づく簿価切り下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が不動産

事業売上原価に62,477千円、および特別損失に

29,871千円含まれております。 

※１．販売用不動産は、収益性の低下に基づく簿価切り下

げ後の金額であり、たな卸資産評価損が不動産事業

売上原価に 千円含まれております。 1,513

※２．研究開発費 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

12,663千円であります。 

※２．研究開発費 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

千円であります。 14,566

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。  ３．       ―――――― 

建物 千円18,267

車両運搬具  9,409

土地  20,887

計  48,564

  

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 千円72

車両運搬具  9,513

備品  382

計  9,968

建物 千円3,875

車両運搬具  5,574

備品  1,489

計  10,938

 ５．       ―――――― ※５．減損損失 

 当社は、建設事業については支店単位で、また遊

休不動産及び不動産事業については、個々の不動産

物件単位でグルーピングを行っております。厳しい

経営環境を踏まえ、当事業年度において、賃貸等不

動産について不動産鑑定評価額（指標等を用いて調

整を行ったものを含む。）を利用し、将来キャッシ

ュ・フローの見直しを行いました。 

 この結果、収益性が著しく低下したと判断される

新潟県の賃貸不動産４件及び遊休不動産１件の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（ 千円）として特別損失に計上いたし

ました。 

 その内訳は、賃貸不動産 千円（土地

千円、建物 千円）、遊休不動産

千円（土地 千円、建物・構築物 千円）で

あります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、賃貸不

動産については使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを２％で割り引いて算定してお

ります。また、遊休不動産については正味売却価額

により測定しております。  

584,206

579,109

506,410 72,698 5,097

1,953 3,143

 ６．       ――――――  ※６．売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

               千円 52,450
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 （注）平成20年４月22日付で、新株式700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）に第三者割当によ

り発行いたしております。 

  

２ 自己株式に関する事項 

（注）１．増加は、信託口に第三者割当により発行した新株式700,000株と単元未満株式の買取を加算したものであり

ます。 

２．減少は、信託口から社員持株会に譲渡された信託口所有当社株式189,000株と単元未満株式の買増請求を加

算したものであります。 

３．当社は、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用

信託口）（以下信託口という。）に第三者割当により発行しております。また併せて自己株式300,000株を

信託口へ処分しております。 

信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について、保守的な観点から当社と信託口は一体であると

の会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めております。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（注）配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下信託口という。）に対する配当金

12,165千円を含めておりません。これは、信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について保守的な

観点から、当社と信託口は一体であるとの会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含め

ているためであります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  21,158,491  700,000  －  21,858,491

株式の種類 前事業年度末 増加（注）１ 減少（注）２ 
当事業年度末
（注）３ 

普通株式（株）  321,090  726,061  194,804  852,347

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  312,561

  

  

15 

  

  

平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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  315,092 利益剰余金  15  平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当事業年度（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．当社は、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用

信託口）（以下信託口という。）に第三者割当により発行しております。また併せて自己株式300,000株を

信託口へ処分しております。 

信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について、保守的な観点から当社と信託口は一体であると

の会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めております。 

２．増加は、取締役会決議による自己株式の取得 株、単元未満株式の買取 株であります。 

３．減少は、信託口に対する売却 株、単元未満株式の買増請求 株であります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注）配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下信託口という。）に対する配当金

12,165千円を含めておりません。これは、信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について保守的な

観点から、当社と信託口は一体であるとの会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含め

ているためであります。 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（注）配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下信託口という。）に対する配当金

千円を含めておりません。これは、信託口に対する新株式の発行および自己株式処分について保守的な観

点から、当社と信託口は一体であるとの会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めて

いるためであります。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  21,858,491  －  －  21,858,491

株式の種類 
前事業年度末
（注）１ 

増加（注）２ 減少（注）３ 
当事業年度末
（注）１ 

普通株式（株）  852,347  189,493  218,058  823,782

186,600 2,893

217,800 258

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  315,092     15 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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  315,520 利益剰余金    15 平成22年３月31日 平成22年６月30日

8,898
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

現金預金勘定 千円8,213,201

預入期間が３か月を超える定期預金  －

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
 －

現金及び現金同等物  8,213,201

現金預金勘定 千円9,163,166

預入期間が３か月を超える定期預金  －

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
 －

現金及び現金同等物  9,163,166

（リース取引関係）

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） 

１．        ―――――― １．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

 有形固定資産 

  車両運搬具であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 
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当事業年度（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 

 当社は、土木・建築の工事請負を主な事業としておりますが、これらの事業から生じる一時的な余裕資金

については、主に流動性が高く且つ安全性が高い金融商品で運用し、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、工事受注先の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しましては、当社の受注管理を定めた社内規定に従い、取引先毎の信用状況を審査する体制をとっ

ております。 

 また、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び

事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利変動リスク、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及び工事未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

 長期借入金は、社員福利厚生の増進等を図るため導入いたしました「信託型従業員持株インセンティブ・

プラン」に係る社員持株会専用信託口（以下「信託口」という。）が当社株式を取得するために借り入れた

ものでありますが、信託口と当社は、一体であるとの保守的な会計処理をしていることから、当社の長期借

入金に含めて表示しているものです。 

 なお、長期借入金は、金利変動リスクに晒されております。 

  

(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、当社の受注管理を定めた社内規定に従い、信用調査を実施すると共に主要な取引

について信用調査会社との契約に基づき、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。 

 また一部債権については、担保を付す等与信管理について十分留意すると共に、重大なリスクが顕在化

した場合には、危機管理委員会でその対策について審議する体制をとることとしております。 

 有価証券及び投資有価証券については、取引権限を定めた社内規定に基づき運用管理を行うと共に、発

行体の財務状況等を把握する体制をとっています。 

②市場リスク（金利や価格変動等の変動リスク）の管理 

 有価証券及び投資有価証券については、経理部において、定期的に時価を把握すると共に価格変動リス

クの軽減を図るため、市場環境等をモニタリングし、ポート・フォリオの見直しを図っております。 

 長期借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、短期間で市場金利を反映する変動金利を採用す

ることにより、市場リスクの低減を図っております。 

③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 

 当社は、支店及び各部署からの報告に基づき経理部が月次単位で資金繰り計画を作成・更新し、手元流

動性を月商の１ヶ月以上維持すること等により、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もあります。 

  

(5) 信用リスクの集中 

 当期の決算日現在における完成工事未収入金のうち ％が、東日本旅客鉄道株式会社に対するものであ

ります。 

  

（金融商品関係）

80.3
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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、次表には含まれておりません((注)２参

照) 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項 

資産  

(1) 現金預金 

 これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(2) 受取手形、(3) 完成工事未収入金 

 これらは、短期間で決済されるものが大部分であり、又担保を付しているものについては、その回

収可能性を個別に検討しており、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額に

よっております。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

 株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。ま

た、投資信託については、公表されている基準価格によっております。 

 また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。 

負債 

(1) 支払手形及び営業外支払手形、(2) 工事未払金 

 これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿によってお

ります。 

(3) 長期借入金 

 長期借入金は、短期間で市場金利を反映する変動金利であります。また、資金調達をした野村信託

銀行株式会社（社員持株会専用信託口）は、当社と一体であるとの会計処理をしており、当社の実行

後の信用状態は、長期借入金実行時と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似してい

ると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

  

(注)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 

（単位：千円）

(注) これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコスト

を要するものと見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ

るため、資産(4)②その他有価証券には含めておりません。 

  

（単位：千円）

  
貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預金 

(2) 受取手形 

(3) 完成工事未収入金 

(4) 有価証券及び投資有価証券  

 ①満期保有目的債券 

 ②その他有価証券  

  

  

  

 

  

  

9,163,166

57,459

11,712,681

2,099,694

4,361,121

  

  

  

 

  

  

9,163,166

57,459

11,712,681

2,090,830

4,361,121

  

  

  

 

  

  

－

－

－

△8,864

－

資産計   27,394,123   27,385,259   △8,864

(1) 支払手形及び営業外支払手形 

(2) 工事未払金 

(3) 長期借入金 

  

  

  

3,260,948

3,373,991

441,940

  

  

  

3,260,948

3,373,991

441,940

  

  

  

－

－

－

負債計   7,076,879   7,076,879   －

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式  309,333
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(注)３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

  

(注)４．長期借入金の決算日後の返済予定額 

 長期借入金の貸借対照表日後の返済予定額は、社員持株会が野村信託銀行株式会社（社員持株会専用

信託口）より購入する株価により変動いたしますので、長期借入金の約定弁済額はありません。  

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「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。 

  

（単位：千円）

  １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

現金預金  9,163,166  －  －   －

受取手形   57,459   －   －   －

完成工事未収入金  11,712,681   －   －   －

有価証券及び投資有価証券      

 満期保有目的の債券 

  (1)国債・地方債等 

  (2)社債 

  

 

  

1,899,694

－

  

  

  

－

－

  

  

  

－

200,000

  

  

  

－

－

 その他有価証券のうち満期のあるもの 

  (1)国債・地方債等 

  (2)社債 

  

  

 

－

200,299

  

  

  

40,508

199,960

  

  

  

－

351,973

  

  

  

－

－

合 計   23,033,301   240,468   551,973   －
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前事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

   

２．その他有価証券で時価のあるもの 

※ その他有価証券について、当事業年度において408,113千円の減損処理を行っております。なお、減損処理

にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％

程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。 

  

３．当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

（有価証券関係）

  種類 貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 

国債・地方債等 －  － －

社債 －  － －

その他 －  － －

 小計 －  － －

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 

国債・地方債等 1,019,539  1,019,479 △60

社債 －  － －

その他 －  － －

 小計 1,019,539  1,019,479 △60

合計 1,019,539  1,019,479 △60

  種類  取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式 1,654,883  2,063,855 408,971

債券  

国債・地方債等 －  － －

社債 98,000  98,562 562

その他 －  － －

その他 21,638  31,752 10,113

小計 1,774,521  2,194,169 419,647

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 1,058,594  839,314 △219,279

債券  

国債・地方債等 －  － －

社債 100,000  98,619 △1,380

その他 －  － －

その他 640,152  521,084 △119,067

小計 1,798,746  1,459,018 △339,728

合計 3,573,268  3,653,188 79,919

売却額（千円） 
売却益の合計額

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

 60,515  481  －
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

６．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

  

種類 
前事業年度（平成21年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 

満期保有目的の債券   

非上場外国債券  200,000

その他有価証券   

非上場外国債券  99,043

非上場株式  311,107

その他  －

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資  7,600

 種類 １年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券  

国債・地方債等 1,020,000 －  － －

社債 － －  200,000 200,000

その他 － －  － －

その他 － －  － －

合計 1,020,000 －  200,000 200,000
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当事業年度（平成22年３月31日現在） 

  

１．満期保有目的の債券 

  

２．子会社株式 

 子会社株式（貸借対照表計上額 千円）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、記載しておりません。 

  

３．その他有価証券 

(注)非上場株式（貸借対照表計上額 千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

  種類 貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 

国債・地方債等 －  － －

社債 －  － －

その他 －  － －

 小計 －  － －

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 

国債・地方債等 1,899,694  1,899,630 △64

社債 200,000  191,200 △8,800

その他 －  － －

 小計 2,099,694  2,090,830 △8,864

合計 2,099,694  2,090,830 △8,864

35,771

   種類 貸借対照表計上額
（千円） 

取得原価 
（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

株式 2,597,241  1,814,480 782,760

債券  

国債・地方債等 40,508  39,962 546

社債 550,675  545,735 4,940

その他 －  － －

その他 68,937  51,391 17,546

小計 3,257,362  2,451,569 805,793

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 665,905  740,597 △74,691

債券  

国債・地方債等 －  － －

社債 300,239  301,441 △1,202

その他 －  － －

その他 137,615  144,404 △6,789

小計 1,103,759  1,186,443 △82,683

合計 4,361,121  3,638,012 723,109

309,333
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４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

  

６．減損を行った有価証券 

 その他有価証券について、当事業年度において 千円の減損処理を行っております。なお、減損処理に

あたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程

度下落した場合には、一定期間の株価下落率等に基づき回復可能性を検討の上減損処理を行っております。 

  

  

  

  

  

  

種類  売却額
（千円） 

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

株式 164,437 40,162 －

債券 

国債・地方債等 － － －

社債 99,118 － 42,528

その他 － － －

その他 481,563 － 69,730

合計 745,120 40,162 112,259

95,403

（持分法損益等）

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） 

 関連会社がないため、当該各項目の記載を省略しており

ます。 

 関連会社がないため、当該各項目の記載を省略しており

ます。 
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（税効果会計関係）

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） 

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 

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 

 貸倒引当金 千円253,662

退職給付引当金  399,078

有形固定資産の有税評価減  109,804

投資有価証券の有税評価減  137,059

賞与引当金  208,790

賠償損失引当金  41,612

未払事業税  91,435

その他  111,461

繰延税金資産合計  1,352,904

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △32,287

買換資産圧縮積立金  △89,245

繰延税金負債合計  △121,532

繰延税金資産の純額  1,231,371

繰延税金資産 

 貸倒引当金 千円122,273

退職給付引当金  397,620

有形固定資産の有税評価減  345,034

投資有価証券の有税評価減  56,580

賞与引当金  232,699

未払事業税  103,197

その他  60,388

繰延税金資産合計  1,317,794

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △296,057

買換資産圧縮積立金  △89,115

繰延税金負債合計  △385,173

繰延税金資産の純額  932,620

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 

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）当社の準社員は、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 

 （注）１．簡便法を採用している当社の準社員の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

２．適格退職年金に対する従業員拠出額は、勤務費用から控除しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
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） 

退職給付債務 △1,852,870千円   △1,839,005千円 

年金資産 688,658    704,952  

未積立退職給付債務 △1,164,212    △1,134,052  

未認識数理計算上の差異 226,630    205,875  

未認識過去勤務債務（債務の増額） 32,144    －  

貸借対照表計上額 △905,437    △928,177  

退職給付引当金 △905,437    △928,177  

  
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） 

勤務費用 87,857千円   92,678千円 

利息費用 44,529    46,321  

期待運用収益 △17,808    △17,216  

数理計算上の差異の費用処理額 14,003    21,010  

過去勤務債務の費用処理額 32,144    32,144  

退職給付費用 160,726    174,938  

  
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） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

割引率 2.5％ 2.5％ 

期待運用収益率 2.5％ 2.5％ 

数理計算上の差異の処理年数 15年（各事業年度の発生時にお

ける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

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。） 

15年（各事業年度の発生時にお

ける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

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。） 

過去勤務債務の処理年数 ４年 ４年 
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項  

 当社では、新潟県やその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設や賃貸住宅（土

地を含む。）を所有しております。 

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項 

 賃貸等不動産に関する貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

(注)１．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．当事業年度増減額のうち、主な減少額は減損損失412,270千円であります。 

３．当期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を利用し算定した

金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて

調整を行ったものを含みます。）であります。 

  ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に反映していると考えられる指

標に重要な変化が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。 

４．賃貸商業施設や賃貸住宅の一部を経営管理のため当社が使用しており、経営管理に使用している部分につ

いては、残高・増減額・時価に含めておりません。 

  

 また、賃貸等不動産に関する当事業年度における損益は、次のとおりであります。 

(注)１．賃貸収益は、損益計算書における不動産事業売上高に、賃貸費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公

課等）は、不動産事業売上原価に計上しております。 

２．その他損益は、減損損失であります。 

３．賃貸商業施設や賃貸住宅の一部を経営管理のため当社が使用しており、経営管理に使用している部分につ

いては、賃貸収益・賃貸費用・その他損益に含めておりません。 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「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）

  
貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価 

（千円）  前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

賃貸等不動産  6,095,535  △618,796  5,476,739  6,661,819

  
損益計算書における金額（千円） 

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他損益 

賃貸等不動産  557,059  315,225  241,833  △412,270
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(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

  

  

   

  

  

（開示の省略）  

 デリバティブ取引、関連当事者情報、ストック・オプション等、企業結合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いたします。 

（１株当たり情報）

項目 
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） 

１株当たり純資産額（円）  1,458.93  1,566.37

１株当たり当期純利益（円）  83.27  105.81

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

 潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  
前事業年度

（自 平成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） 

当期純利益（千円）  1,741,740  2,230,853

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,741,740  2,230,853

普通株式の期中平均株式数（千株）  20,915  21,083

（重要な後発事象）

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） 

―――――― 平成22年５月11日開催の取締役会において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたし

ました。 

(1) 自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能と

するため、自己株式の取得を行います。 

(2) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

200,000株を上限とする。 

③ 株式の取得価額の総額 

160,000,000円を上限とする。 

④ 取得する期間 

平成22年５月12日～平成22年７月20日 
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 (1) 受注高 

  

 (2) 売上高 

  

 (3) 次期繰越高 

  

 （注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

５．受注高、売上高および次期繰越高

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業         

 土木工事  25,985,850  28,308,839  2,322,988  8.9

 建築工事  11,015,374  10,395,962  △619,412  △5.6

 計  37,001,225  38,704,801  1,703,576  4.6

不動産事業  409,739  570,177  160,437  39.2

合計  37,410,964  39,274,979  1,864,014  5.0

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業         

 土木工事  31,848,263  26,595,852  △5,252,410  △16.5

 建築工事  13,477,265  13,610,305  133,039  1.0

 計  45,325,528  40,206,157  △5,119,371  △11.3

不動産事業  409,739  570,177  160,437  39.2

合計  45,735,268  40,776,335  △4,958,933  △10.8

区分 前事業年度 当事業年度 比較増減 増減率

建設事業         

 土木工事  8,221,852  9,934,839  1,712,986  20.8

 建築工事  7,656,627  4,442,284  △3,214,342  △42.0

 計  15,878,479  14,377,124  △1,501,355  △9.5

不動産事業  －  －  －  －

合計  15,878,479  14,377,124  △1,501,355  △9.5
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 (1)代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

 (2)その他役員の異動 

  ①新任取締役候補 

    取締役               中山  茂 （現 執行役員経営企画室長） 

    取締役               堀山  功 （現 東日本旅客鉄道㈱新潟支社 設備部長） 

    ※堀山 功氏は、社外取締役候補者であります。 

  

  ②新任監査役候補 

    常勤監査役             佐久間 清 （現 執行役員管理本部副本部長）           

    

  ③新任予定執行役員 

    執行役員線路本部副本部長      萬歳  隆志 （現 線路本部線路部部長） 

    執行役員鉄道営業推進本部副本部長  豊岡  昭博 （現 鉄建建設㈱ 鉄道統括部長） 

  

  ④昇任予定執行役員 

    常務執行役員管理本部長       中山  茂 （現 執行役員経営企画室長） 

    常務執行役員東京支店長       亀井  孝秋 （現 執行役員東京支店長） 

     

  ⑤退任予定監査役 

    常勤監査役             小倉  賢治 （退任後、顧問に就任予定） 

    

  ⑥退任予定執行役員 

    執行役員鉄道営業推進本部副本部長  松本  武海 （退任後、常勤顧問に就任予定） 

    執行役員管理本部副本部長      佐久間 清  （退任後、常勤監査役に就任予定）  

  

                                              以上 

  

６．役員の異動（平成22年６月29日付）
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