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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 167,693 2.9 14,605 4.7 14,341 5.0 7,651 △1.9

21年3月期 162,963 1.3 13,943 18.2 13,657 20.8 7,798 16.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 97.55 ― 19.0 11.9 8.7
21年3月期 99.42 ― 23.2 11.5 8.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  5百万円 21年3月期  0百万円

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 112,912 45,817 38.7 557.24
21年3月期 127,393 38,473 28.9 469.42

（参考） 自己資本   22年3月期  43,708百万円 21年3月期  36,821百万円

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 8,624 △2,973 △10,800 5,305
21年3月期 2,452 △3,178 4,959 10,455

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 ― ― ― 12.00 12.00 941 12.1 2.8
22年3月期 ― ― ― 12.00 12.00 941 12.3 2.3

23年3月期 
（予想）

― ― ― 7.00 7.00 15.3

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

66,000 △22.3 3,200 △62.0 3,100 △62.6 1,700 △61.6 21.67

通期 138,000 △17.7 6,700 △54.1 6,500 △54.7 3,600 △53.0 45.90
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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、15ページ「連結財務書諸表作成のための基本となる重要な事項」および20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
の変更」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、34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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 78,465,113株 21年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 22年3月期  29,162株 21年3月期  25,690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 150,848 4.5 12,403 1.1 12,114 0.9 6,781 △5.0

21年3月期 144,404 2.7 12,269 21.5 12,001 24.4 7,136 21.0

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 86.46 ―

21年3月期 90.98 ―

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 104,533 37,865 36.2 482.76
21年3月期 116,282 31,874 27.4 406.36

（参考） 自己資本 22年3月期  37,865百万円 21年3月期  31,874百万円

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 

本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要
因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予測の前提条件その他関連する事項については、添付資料の４ページを参照してください。 

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

60,000 △21.1 3,000 △57.0 2,900 △57.7 1,600 △58.9 20.40

通期 125,000 △17.1 6,200 △50.0 6,000 △50.5 3,400 △49.9 43.35
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①当期の経営成績 

当期における我が国経済は、一昨年来の世界経済の低迷が雇用環境や物価等へ波及し、厳しい状況

が継続しましたが、中国やインドをはじめとするアジア諸国の成長軌道への回帰、政府による景気対

策効果等を背景として、鉱工業生産や輸出が回復したことに加え、消費動向にも改善の兆しが見られ

る等、緩やかながらも景気は持ち直してまいりました。 

 当社グループの主要顧客先である鉄鋼業界におきましては、自動車・電機等の製造業分野における

鉄鋼需要は緩やかに回復してまいりましたが、建築・土木分野については低迷が続きました。第２四

半期以降、国内および海外の需要回復を受け、粗鋼生産・鋼材出荷はともに増加したものの、第１四

半期の減産幅が大きく、通期では前年を下回る生産出荷規模となり、加えて、市況品分野を中心とす

る鉄鋼マーケットの環境悪化が大きく影響し、鉄鋼各社は大幅な減収・減益となりました。 

 このような環境のもと、鉄鋼関連分野に経営資源を集中している当社グループは、法令遵守とリス

ク管理の徹底に努めながら、既受注プロジェクトの収益向上のため、施工方法の改善や施工要員の効

率的配置等に努めてまいりました。また、パートナー会社も含めた安全管理および品質管理レベルの

向上等、諸施策の実践や課題改善を積み重ね、業績目標の達成に向け、全社一丸となって取り組んで

まいりました。 

 しかしながら、受注高につきましては、提案型営業に注力したものの、鉄鋼関連大型プロジェクト

の受注がなかったことおよび鉄鋼関連以外の分野での受注減少の影響もあり、大幅に減少いたしまし

た。 

 一方、売上高につきましては、受注は低迷したものの、売上高の計上基準が工事完成基準から工事

進行基準へ変更となった一過性の売上増および前年度受注の大型プロジェクトの売上計上等により、

167,693百万円（前期比2.9%増）となりました。利益につきましては、徹底したコスト削減に全社一

丸となって取り組むとともに、既受注プロジェクトの徹底したリスク管理と施工効率の向上等収益改

善に傾注した結果、経常利益は14,341百万円（前期比5.0%増）、当期純利益は7,651百万円（前期比

1.9%減）となりました。 

【事業分野別の概況】 

a.建設事業 

建設事業につきましては、 大顧客である新日本製鐵株式会社の大型設備工事の完成計上と売上

高の計上基準を完成基準から進行基準へ変更したことにより、売上高は158,122百万円（前期比

4.1%増）、営業利益は14,419百万円（前期比5.1%増）となりました。 

b.製品販売等 

製品販売等につきましては、事業環境の悪化により売上、利益共に減少し、売上高は9,570百万

円（前期比13.6%減）、営業利益は185百万円（前期比14.8%減）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、引き続きデフレの影響や厳しい雇用情勢等が懸念される一方、政府

の景気対策やアジア諸国を中心とした海外経済の回復などを背景とした景気持ち直しが期待されま

す。 

 鉄鋼業界におきましては、アジア諸国の景気回復により自動車・電機等の製造業の生産が回復基調

にあることで、粗鋼生産は底堅く推移するものと予測されますが、原材料価格の高騰、東アジアにお

ける新規製鉄設備の稼動等、鉄鋼業界を取巻く環境は、依然として不透明であります。 

このような経営環境のもと、当社グループの次期業績見通しは、原材料高騰や鋼材価格動向が鉄鋼

各社の収益を圧迫することが懸念されており、鉄鋼関連分野以外についても設備投資の抑制基調が継

続する中で、受注競争の更なる激化も予想され、受注高につきましては、低水準で推移することが見

込まれます。また、売上高につきましては、前期からの繰越工事高が大幅に減少すること、当期の受

注高の低迷継続により大幅な減少が見込まれます。これにより収益面では、売上高の大幅な減少およ

び受注競争激化による採算性低下等により、対前期比では大幅な減収・減益となる見込みでありま

す。 

第２四半期連結累計期間、及び通期の連結業績予想は、次の通りであります。なお、単体の受注高

は125,000百万円を予想しております。 

【通期業績予想】 

 

【第２四半期連結累計期間業績予想】 

 
  

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成23年３月期予想 138,000 6,700 6,500 3,600

平成22年３月期実績 167,693 14,605 14,341 7,651

(単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成23年３月期第2四半期
連結累計期間予想

66,000 3,200 3,100 1,700

平成22年３月期第2四半期
連結累計期間実績

84,980 8,420 8,281 4,430
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当期末の連結総資産は、売上債権は増加（8,234百万円）したものの、未成工事支出金の減少

（15,535百万円）及び現金預金の減少（5,150百万円）により、前期末127,393百万円から14,481百万円

減少し、112,912百万円となりました。 

 負債は、仕入債務の減少（9,961百万円）、及び有利子負債の減少（9,802百万円）等により、前期末

88,919百万円から21,825百万円減少し、67,094百万円となりました。 

 純資産は、配当による941百万円の減少があったものの、当期純利益7,651百万円等により、前期末

38,473百万円から7,343百万円増加し、45,817百万円となりました。 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの収入8,624百万円に加

え、現金及び現金同等物を5,149百万円取崩し、配当金の支払、借入金の返済及び設備投資に充当しま

した。その結果、当社グループの当期末有利子負債残高は13,326百万円（前期末比9,802百万円減少）

となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 （注）自己資本比率           ：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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／利息の支払額 

  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※有利子負債は、利子を支払っている全ての負債（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、一年内償還

の社債、長期借入金、社債、リース債務）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、利息の支払額については、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。  

  

剰余金の配当につきましては、株主の皆様への安定した配当を継続することを基本として、各期の業

績に応じた利益の配分、企業価値向上の為の内部留保の充実を勘案するとともに、更なる財務体質の強

化を図りつつ配当を実施する方針といたします。 

 なお、当期の配当につきましては、株主の皆様のご支援や全社一丸となった収益改善努力により、業

績は前期と同水準を確保し、これに伴い財務体質も一層改善したため、株主の皆様への利益還元の観点

から１株につき12円といたしたく存じます。 

 次期の配当につきましては、厳しい受注環境下ではありますが、現時点での業績予想を前提に１株に

つき７円を予定しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 19.7 27.5 28.9 38.7

時価ベースの自己資本比率(％) 40.1 24.8 13.5 27.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(倍)

4.2 1.1 9.2 1.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

14.9 38.0 9.3 31.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、本項の記載事項のうち、将来に関する記述を記載している場合には、当該事項は当期末現在にお

いて判断したものであります。 

①財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動 

 当社グループの主要な事業は建設事業であり、民間の設備投資の動向に影響を受けるため、その動向

により業績が変動する可能性があります。 

②特定の取引先・製品・技術等への依存 

 当社グループは新日本製鐵株式会社に対して、売上高の約６割を依存しております。このため、同社

との取引の状況により当社の業績が変動する可能性があります。 

③役員・大株主・関係会社等に関する重要事項 

 発行済株式総数は78,465,113株（平成22年３月31日現在）であります。うち35.7％を新日本製鐵株式

会社が保有しております。 

④法的規制等 

 当社グループの主な事業分野である建設業界は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画

法及び独占禁止法等の法的規制を受けており、当社グループにおいて違法な行為があった場合には、業

績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの法令の改廃や、新たな法的規制の制

定、適用基準の変更等があった場合も、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

(4) 事業等のリスク
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 当社グループの主たる事業内容は建設事業であり、当社、子会社14社（うち連結子会社11社）及び関連会

社２社（うち持分法適用関連会社１社）によって構成されております。当社グループは、新日本製鐵㈱及び

その関係会社の事務所・工場等の建設及び機械、電気設備、計測制御システムの設計・製作・据付並びに運

転・整備等を行うと共に、他の得意先に対しては同様な事業のほか、建築・土木工事の調査・企画・施工・

監理を行っております。 

 当企業集団の各事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

(1) 建設事業 …… 当社が機械・電気設備及び計測制御システムの設計・製作・据付並びに運転・整備及び

建築・土木工事の調査・企画・設計・施工・監理等を行っているほか、子会社の北都電

機㈱、㈱東京ビジネスソリューション、㈱太九、㈱太豊テクノス、太広産業㈱、㈱太

東、太総産業㈱、㈱タイリク、㈱たいほく、㈲北都テック、㈲ホクトコーポレーショ

ン、㈲コスモエンジニアリング、関連会社のSiam Taihei Engineering Co.,Ltd.もこれ

らと同様の事業を行っており、一部は当社が発注しております。 

(2) 製品販売等 

① 製品の製造販売 …… 当社がスラグ製品、活性炭及びパーティクルボード等の製造販売を行って

いるほか、関連会社の広鉱技建㈱も同様の事業を行っております。 

また、子会社の太光工業㈱、㈱タイパックスが梱包用資材の製造販売を行

っております。 

② 不動産部門 ………… 当社が不動産の売買・仲介及び賃貸を行っております。 

上記の企業集団等の状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 

  

(注) １ 太平舗道㈱は、平成21年8月31日付で清算を結了しております。 

   ２ ㈱響エコサイトは、平成22年1月29日付で清算を結了しております。 

2. 企業集団の状況
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当社は、総合エンジニアリング企業として、豊かな創造力と優れた技術を駆使して、人と社会と自然

の調和・発展に貢献することを経営理念としております。 

この理念に基づいて、「心をこめた技術を／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｗｉｔｈ Ｈｅａｒｔ」を企業ス

ローガンとして掲げ、常に情熱と責任感を持って変革に挑戦するとともに、時代の変化を先取りした技

術の開発と研鑚に努め、株主の皆様、お客様、お取引先との相互信頼のもと、共に繁栄を築くことを基

本的な経営方針としております。 

  

当社は、厳しい経営環境に対応するため、収益性の向上、財務体質の強化と資本の充実に積極的に取

組み、借入金の返済等による有利子負債の圧縮を図り、有利子負債自己資本比率（Ｄ／Ｅレシオ）の改

善、自己資本比率の向上を目指します。 

  

当社は、総合エンジニアリング企業として「技術力をベースとした総合力が、お客様から高い信頼と

評価を得られる企業づくり」、「厳しい経営環境下においても、一定の利益を確保できる収益構造の構

築と、財務体質の継続的な改善」という２つの目標を掲げて企業活動を推進しており、当社グループ全

員が危機意識を共有し、足下の経営環境の悪化に対して迅速かつ的確に対応することで目標達成に向け

一丸となって取組んでまいります。 

 重点課題といたしましては、「お客様から信頼される企業活動の徹底」、「複合力を生かした企業運

営」、「経営環境の変化への適切な対応」、「当社グループ全体による安全体質強化と品質管理活動の

継続」としており、それぞれ確実に実行いたします。 

  

当社は、上記の中期課題を踏まえ、特に、鉄鋼関連設備の操業（作業請負）、整備、工事で培った技

術・技能・ノウハウという当社グループの強みをより充実させ、総合力、複合力を 大限発揮するた

め、技術開発、技術改善、自主管理活動（職場単位の課題改善活動）の活性化に全社をあげて取り組

み、現場力・専門技術力の向上を図ってお客様への提案力を強化し、激しい受注競争に打ち克つ事業基

盤の構築に努めることといたします。 

 また、安全に関する啓蒙活動の継続や災害リスクの除去・低減等による安全 優先の徹底および検査

業務の強化等による品質管理レベルの向上ならびに法令遵守徹底の継続とリスクマネジメント活動の充

実を実践し、お客様からあらゆる面で信頼される企業活動を推進してまいります。 

 加えて、当社グループの総合力向上を目指し昨年４月に発足させた人材開発部が中心となり、社内研

修施設の整備も含めて全社的に取り組みを進めてきた人材育成・能力開発について、より現場力・技術

力・提案力向上に寄与する教育プログラムの開発・実行に注力していきたいと考えております。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 ※3  10,478 ※3  5,327

受取手形・完成工事未収入金等 ※4  45,319 53,554

未成工事支出金 21,198 5,662

その他のたな卸資産 4,842 4,336

繰延税金資産 1,340 1,101

その他 2,577 1,835

貸倒引当金 △39 △60

流動資産合計 85,717 71,757

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※3  22,909 ※3  23,166

機械、運搬具及び工具器具備品 ※3  41,024 ※3  42,756

土地 ※2, ※3  16,869 ※2, ※3  16,402

リース資産 891 698

建設仮勘定 830 783

減価償却累計額 △49,382 △50,663

有形固定資産合計 33,142 33,144

無形固定資産 499 482

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,751 ※1  2,040

長期貸付金 3 －

繰延税金資産 5,442 4,561

その他 ※3  2,863 2,711

貸倒引当金 △2,027 △1,785

投資その他の資産合計 8,033 7,528

固定資産合計 41,676 41,154

資産合計 127,393 112,912
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 37,331 27,370

短期借入金 ※3  21,121 ※3  3,904

コマーシャル・ペーパー － 3,000

未払法人税等 3,563 2,747

未成工事受入金 1,916 359

賞与引当金 955 858

役員賞与引当金 20 22

完成工事補償引当金 1,048 979

工事損失引当金 77 －

その他 5,079 6,082

流動負債合計 71,113 45,322

固定負債   

長期借入金 ※3  1,516 ※3  6,109

繰延税金負債 71 99

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,607 ※2  3,529

退職給付引当金 12,212 11,737

役員退職慰労引当金 72 99

負ののれん 17 －

その他 308 196

固定負債合計 17,806 21,771

負債合計 88,919 67,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,468 5,468

資本剰余金 1,873 1,873

利益剰余金 25,195 32,020

自己株式 △9 △10

株主資本合計 32,528 39,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 219 395

繰延ヘッジ損益 － 1

土地再評価差額金 ※2  4,072 ※2  3,958

評価・換算差額等合計 4,292 4,356

少数株主持分 1,652 2,109

純資産合計 38,473 45,817

負債純資産合計 127,393 112,912
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

売上高 162,963 167,693

売上原価 ※1  140,068 ※1  143,524

売上総利益 22,894 24,168

販売費及び一般管理費 ※2  8,951 ※2  9,563

営業利益 13,943 14,605

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 51 18

負ののれん償却額 17 17

持分法による投資利益 0 5

受取補償金 ※3  139 ※3  19

受取賃貸料 10 7

保険事務手数料 － 24

雑収入 122 111

営業外収益合計 347 208

営業外費用   

支払利息 293 238

売上債権売却損 142 97

支払補償費 68 －

雑支出 129 136

営業外費用合計 632 472

経常利益 13,657 14,341

特別利益   

固定資産売却益 ※4  6 ※4  11

貸倒引当金戻入額 130 23

関係会社清算益 － 79

事業譲渡益 ※5  39 －

その他 0 14

特別利益合計 177 128

特別損失   

固定資産売却損 0 ※6  14

固定資産除却損 ※7  121 ※7  266

減損損失 ※8  148 ※8  191

たな卸資産評価損 ※1  310 －

投資有価証券売却損 11 －

投資有価証券評価損 28 －

事業整理損 123 －

ゴルフ会員権評価損 5 －

その他 31 16

特別損失合計 781 489

税金等調整前当期純利益 13,052 13,980

法人税、住民税及び事業税 4,522 4,953

法人税等調整額 362 933

法人税等合計 4,885 5,886

少数株主利益 368 442

当期純利益 7,798 7,651
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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

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

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,468 5,468

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,468 5,468

資本剰余金   

前期末残高 1,873 1,873

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,873 1,873

利益剰余金   

前期末残高 18,126 25,195

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,798 7,651

土地再評価差額金の取崩 △23 114

当期変動額合計 7,069 6,824

当期末残高 25,195 32,020

自己株式   

前期末残高 △7 △9

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △9 △10

株主資本合計   

前期末残高 25,460 32,528

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,798 7,651

土地再評価差額金の取崩 △23 114

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 7,068 6,823

当期末残高 32,528 39,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 758 219

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △538 176

当期変動額合計 △538 176

当期末残高 219 395
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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) 

繰延ヘッジ損益   

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） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1

土地再評価差額金   

前期末残高 4,049 4,072

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △114

当期変動額合計 23 △114

当期末残高 4,072 3,958

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,807 4,292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △515 63

当期変動額合計 △515 63

当期末残高 4,292 4,356

少数株主持分   

前期末残高 1,314 1,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 338 456

当期変動額合計 338 456

当期末残高 1,652 2,109

純資産合計   

前期末残高 31,582 38,473

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,798 7,651

土地再評価差額金の取崩 △23 114

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △176 520

当期変動額合計 6,891 7,343

当期末残高 38,473 45,817
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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 13,052 13,980

減価償却費 2,913 3,011

減損損失 148 191

貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 △161

賞与引当金の増減額（△は減少） 27 △96

退職給付引当金の増減額（△は減少） △714 △475

工事損失引当金の増減額（△は減少） △765 △77

受取利息及び受取配当金 △55 △22

支払利息 293 238

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 11 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 28 －

ゴルフ会員権評価損 5 －

売上債権の増減額（△は増加） △10,973 △8,234

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,047 15,535

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △231 506

仕入債務の増減額（△は減少） 4,088 △9,961

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,366 △1,557

その他 943 1,798

小計 4,213 14,676

利息及び配当金の受取額 57 22

利息の支払額 △263 △273

法人税等の支払額 △1,555 △5,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,452 8,624

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △14 △11

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 10 －

有形固定資産の取得による支出 △3,666 △3,166

有形固定資産の売却による収入 38 380

長期貸付金の回収による収入 0 －

その他 453 △175

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,178 △2,973

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,138 △9,450

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 3,000

長期借入れによる収入 － 5,300

長期借入金の返済による支出 △2,216 △8,473

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △705 △940

少数株主への配当金の支払額 △5 △8

その他 △250 △227

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,959 △10,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,232 △5,149

現金及び現金同等物の期首残高 6,223 10,455

現金及び現金同等物の期末残高 10,455 5,305
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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)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

 

 

（1）連結子会社の数 13社 

   主要な連結子会社の名称 

    北都電機㈱ 

    太広産業㈱ 

    ㈱タイパックス 

    ㈱太東 

     ㈱東京ビジネスソリューション 

       他８社

  

（1）連結子会社の数 11社 

   主要な連結子会社の名称 

    北都電機㈱ 

    ㈱東京ビジネスソリューション 

    ㈱太九 

    ㈱太豊テクノス     

    太広産業㈱ 

      他６社

なお、当連結会計年度より清算
が結了したため、太平舗道㈱及び
㈱響エコサイトの２社を連結の範
囲から除外しております。

（2）非連結子会社の名称

    ㈲北都テック

    ㈲ホクトコーポレーション

    ㈲コスモエンジニアリング

   連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社３社はいずれも小

規模会社であり合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等はいずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（2）非連結子会社の名称

    同左

   連結の範囲から除いた理由

    同左

２ 持分法の適用に関する

事項

（1）持分法を適用した関連会社の数

    １社

   会社名

    広鉱技建㈱

（1）持分法を適用した関連会社の数

    １社

   会社名

    広鉱技建㈱

 なお、従来持分法適用の関連

会社であった㈱製鉄鉱業大分は

平成20年９月に全株式を売却し

たことにより、当連結会計年度

より持分法の適用範囲から除外

しております。

 

（2）持分法を適用しない非連結子会  

 社及び関連会社の名称

（2）持分法を適用しない非連結子会 

 社及び関連会社の名称

       ㈲北都テック        同左

       ㈲ホクトコーポレーション

       ㈲コスモエンジニアリング

       Siam Taihei Engineering  

   Co.,Ltd.

   持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社はそれぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。

  持分法を適用しない理由

   同左

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結財務諸表提出会社に同じ 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)
４ 会計処理基準に関する

事項
 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

有価証券
 その他有価証券
  時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定)

有価証券
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
  同左 

  時価のないもの
  移動平均法による原価法
デリバティブ
 時価法
たな卸資産
 販売用不動産
 個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）

 未成工事支出金
  個別法による原価法
 その他のたな卸資産
 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)
 通常の販売目的で保有するたな卸資
産については、従来、原価法によって
おりましたが、当連結会計年度より
「棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準第９号）が適用された
ことに伴い、原価法（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）により算定しておりま
す。 
 この結果、従来の方法によった場合
に比べ、売上総利益、営業利益及び経
常利益が94百万円、税金等調整前当期
純利益が405百万円それぞれ減少してお
ります。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。

 時価のないもの 
  同左 
デリバティブ 
 同左
たな卸資産
販売用不動産

個別法による原価法（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）

未成工事支出金
個別法による原価法

その他のたな卸資産
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）

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)
 定率法によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物(建物附属設備は除く)につ
いては、定額法によっております。 
 (追加情報) 
 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、機械装置の耐用年数について見直
しを行い、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を適用し
ております。 
 これに伴い、従来の方法によった場
合と比べ、売上総利益が45百万円、営
業利益、経常利益及び税金等調整前当
期純利益が46百万円それぞれ減少して
おります。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。

有形固定資産(リース資産を除く) 
 定率法によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物(建物附属設備は除く)につ
いては、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)
 定額法によっております。 
 ただし、ソフトウエア(自社利用分)
については、社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法によっており
ます。

無形固定資産(リース資産を除く) 
 同左

リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース 
 取引に係るリース資産 
  リース期間を耐用年数とし、残存 
 価額をゼロとする定額法によってお 
 ります。

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 
  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上

基準
貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金 

 同左

賞与引当金 

 連結子会社の従業員の賞与支給に備

えるため、次回賞与支給見込額を計上

しております。

賞与引当金 

 同左

役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

役員賞与引当金 

 同左

完成工事補償引当金 

 完成工事に係る瑕疵担保等の費用に

備えるため、完成工事高に対する将来

の見積り補償額に基づいて計上してお

ります。

完成工事補償引当金 

 同左

工事損失引当金

 受注工事の損失発生に備えるため、

当連結会計年度末手持ち工事のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ金額を合

理的に見積もることのできる工事につ

いて、損失見積額を計上しておりま

す。

工事損失引当金 

 同左

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当連結会計年

度末に発生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により費用処理

することとしております。 

 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(７年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。 

  

(会計方針の変更) 

 「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)が

平成21年３月31日以前に開始する連結

会計年度から適用できることになった

ことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度

から償却するため、これによる営業損

益、経常損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。 

 また、本会計基準適用に伴い発生す

る退職給付債務の差額の未処理残高は

1,867百万円であります。

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

及び年金資産に基づき、当連結会計年

度末に発生していると認められる額を

計上しております。 

 過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により費用処理

することとしております。 

 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(７年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。

役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。

役員退職慰労引当金 

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (4) 重要な収益及び費用の 
  計上基準

――― 完成工事高及び完成工事原価の計上基
準 
 当連結会計年度末までの進捗部分に
ついて成果の確実性の認められる工事
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、工事進行基準による完成工事
高は35,463百万円であります。 
（会計方針の変更） 
 請負工事にかか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)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)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の認められ
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日以前に着工
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、従来の方法によった場
合と比べ、当連結会計年度にかかる売
上高は9,781百万円増加し、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1,117百万円増加しており
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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の
方法

①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっておりま

す。
 また、ヘッジ会計の要件を満たす
金利スワップについて、特例処理の
要件を満たしている場合は特例処理
を採用しております。

①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっておりま 

す。
なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約については振当処理
に、特例処理の要件を満たしている
金利スワップについては特例処理に
よっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
 ヘッジ手段 
  金利スワップ 
  
 ヘッジ対象 
  金利変動等によるキャッシュ・フ 
 ロー変動の可能性がある負債(借入 
 金)のうち、キャッシュ・フローが 
 固定され、その変動が回避されうる 
 もの。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
 a.ヘッジ手段・・・為替予約 
  ヘッジ対象・・・材料輸入によ 
  る外貨建買入債務等 
 b.ヘッジ手段・・・金利スワップ 
  ヘッジ対象・・・金利変動等に 
  よるキャッシュ・フロー変動の 
  可能性がある負債(借入金)のう 
  ち、キャッシュ・フローが固定 
  され、その変動が回避されうる 
  もの。

③ヘッジ方針
  当社の社内規程である「デリバテ

ィブ取引管理規程」に基づき、金利
変動リスクをヘッジしております。 
 なお、当該規程にて、デリバティ
ブ取引は実需に伴うリスクヘッジの
ための取引に限定し、売買益を目的
とした投機的な取引は一切行わない
方針としております。

③ヘッジ方針
 当社の社内規程である「デリバテ
ィブ取引管理規程」に基づき、為替
変動リスク及び金利変動リスクをヘ
ッジしております。 
 なお、当該規程にて、デリバティ
ブ取引は実需に伴うリスクヘッジの
ための取引に限定し、売買益を目的
とした投機的な取引は一切行わない
方針としております。

④ヘッジ有効性評価の方法
  ヘッジ開始時から有効性判定時点 
 までの期間にかかるキャッシュ・フ 
 ロー変動額の累計を比較する方法に 
 よっております。 
  ただし、特例処理によっている金 
 利スワップについては、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 
 ヘッジ開始時から有効性判定時点
までの期間にかかるキャッシュ・フ
ロー変動額の累計又は為替相場の変
動を比較する方法によっておりま
す。 
 ただし、振当処理によっている為
替予約及び特例処理によっている金
利スワップについては、有効性の評
価を省略しております。

 (6)その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

消費税等の会計処理
 消費税等に相当する額の会計処理
は、税抜方式によっております。

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

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

 負ののれんの償却については５年間

で均等償却を行っております。なお、

金額が僅少な場合には発生年度に全額

償却することとしております。

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

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、要求払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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(7)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

(会計方針の変更)

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)

 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、「リース取引に関する会計基準」(企業
会計基準第13号)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)を当連結会計
年度より適用し、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。 
(借手側) 
 リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年
数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しておりま
す。 
 この結果、当連結会計年度のリース資産が有形固定資
産に405百万円、無形固定資産に45百万円それぞれ計上
されております。また、損益に与える影響はありませ
ん。 
(貸手側) 
 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準につ
いては、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する
方法によっております。 
 この結果、当連結会計年度のリース投資資産が流動資
産に16百万円計上されております。また、損益に与える
影響は軽微であります。   

―――

(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)

           ――― (連結損益計算書)

 前連結会計年度において営業外収益「雑収入」に含めて

表示しておりました「保険事務手数料」（前連結会計年度

24百万円）については、営業外収益総額の10/100を超えた

ため、当連結会計年度より区分掲記しております。
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(8)連結財務諸表に関する注記事項

(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※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

投資有価証券(株式)

                   176百万円

１※１ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

投資有価証券(株式)

                   183百万円

２※２ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第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11年３月31

日改正)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。

２※２ 当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第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11年３月31

日改正)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日公布政令第119号)第２条第４号に定

める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出

しております。

  再評価を行った年月日 平成12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

5,257百万円

    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日公布政令第119号)第２条第４号に定

める路線価及び路線価のない土地は第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づいて、

奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出

しております。

  再評価を行った年月日 平成12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

5,373百万円

 

３※３ 担保資産

  下記の資産は、営業保証金として差し入れていま

す。

 現金預金 11百万円

 長期保証金  1

 計           12

下記の資産は短期借入金624百万円（長期借入金か

らの振替分124百万円含む）及び長期借入金334百

万円の担保に供しております。

建物・構築物 1,517百万円

機械、運搬具及び工具器具備品3,549

土地 1,919

計 6,986 

 

 

３※３ 担保資産

  下記の資産は、営業保証金として差し入れていま

す。

 現金預金  10 百万円

下記の資産は短期借入金124百万円（長期借入金か

らの振替分124百万円を含む）及び長期借入金209

百万円の担保に供しております。

建物・構築物 1,655百万円

機械、運搬具及び工具器具備品5,007

土地 1,919

計 8,582

４ 保証債務

   下記の銀行借入金等について保証を行っておりま

す。

諸口(住宅ローン) 91百万円

４ 保証債務

   下記の銀行借入金等について保証を行っておりま

す。

諸口(住宅ローン) 71百万円

５※４ このほか受取手形割引高      12百万円  ―――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性 

 の低下による簿価切下額

売上原価 94百万円

特別損失 310

１※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性 

 の低下による簿価切下額

売上原価 205百万円

 

２※２ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおり

です。

従業員給料手当 3,928百万円

賞与引当金繰入額 139

役員賞与引当金繰入額 20

退職給付費用 186

役員退職慰労引当金繰入額 29

貸倒引当金繰入額 74

   研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は75百万

円です。

 

２※２ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおり

です。

従業員給料手当 3,927百万円

賞与引当金繰入額 141

役員賞与引当金繰入額 22

退職給付費用 228

役員退職慰労引当金繰入額 35

貸倒引当金繰入額 68

      研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は101百

万円です。

３※３ 設備補償に係るものであります。 ３※３ 同左

４※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

 建物・構築物   3百万円
 その他   2

 計   6

 

４※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械、運搬具及び工具器具備品  11百万円

５※５ 保険代理店事業譲渡に係るものであります。

―――

 

―――

５※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。
土地  12百万円

その他   1

計  14  

６※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

 建物・構築物  52百万円

 機械、運搬具及び工具器具備品  21

 撤去費用他  47

 計 121

６※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物・構築物 106百万円

機械、運搬具及び工具器具備品  22  

撤去費用他 137  

計 266 

-22-

太平工業（株）（1819）　平成22年３月期決算短信



 
  

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)

 

７※８ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しております。

用途 種類 場所
金 額
(百万円)

処分見込 建物他 福岡県北九州市他 148

遊休 土地 千葉県富津市他 0

合  計 148

 処分見込資産については、主として、連結子会社であ

る(株)響エコサイトの清算に伴い損失額の発生が見込ま

れるため、減損損失を認識しました。 

 また、遊休資産については今後の利用価値もないた

め、減損損失を認識しました。 

 その内訳は、建物・構築物他148百万円であります。

 

７※８ 減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しております。

用途 種類 場所
金 額 

(百万円)

処分見込 土地・建物他 大阪府堺市他 131

賃貸 土地・建物他 千葉県富津市 24

遊休 土地・建物他 愛知県東海市他 36

合  計 191

 処分見込資産については、従来福利厚生施設として使

用しておりましたが、処分することとなったため、賃貸

資産については、収益性が低下したため、また遊休資産

については今後の利用価値もないため、減損損失を認識

しました。 

 減損損失の内訳は、土地140百万円、建物・構築物他

51百万円であります。

（グルーピングの方法）

 事業部・支店別を基本単位とし、賃貸用不動産及び将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（グルーピングの方法）

 事業部・支店別を基本単位とし、賃貸用不動産及び将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 正味売却価額を適用しており、土地の評価にあたって

は公示価格に基づいた時価を適用しております。

（回収可能価額の算定方法等）

 処分見込資産は売却予定額等による正味売却価額を適

用しております。賃貸資産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６%で割り引いて算定し

ております。遊休資産は主として公示価格に基づいた正

味売却価額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） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    4,547株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,465,113 ― ― 78,465,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 21,143 4,547 ― 25,690

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 705 9 平成20年3月31日 平成20年6月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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 利益剰余金 941 12 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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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 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      3,472株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (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 

 
  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,465,113 ― ― 78,465,113

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,690 3,472 ― 29,162

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 941 12 平成21年3月31日 平成21年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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22年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 941 12 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)

 

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金預金勘定 10,478百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 23

現金及び現金同等物 10,455
 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金預金勘定 5,327百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 22

現金及び現金同等物 5,305
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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 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業：機械・電気設備及び計測制御システムの設計・製作・据付並びに運転・整備、及び建築・土木工

事の設計・施工・監理等 

製品販売等：製品・商品販売及び不動産事業 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はそれ

ぞれ19,326百万円、13,744百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資

資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 151,889 11,074 162,963 ― 162,963

  (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14 2,108 2,123 (2,123) ―

計 151,904 13,183 165,087 (2,123) 162,963

  営業費用 138,179 12,965 151,144 (2,123) 149,020

  営業利益 13,725 217 13,943 ― 13,943

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 
    及び資本的支出

  資産 99,628 8,692 108,321 19,072 127,393

  減価償却費 2,345 385 2,731 182 2,913

  減損損失 ― 146 146 2 148

  資本的支出 3,226 380 3,606 753 4,360

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 158,122 9,570 167,693 ― 167,693

  (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

12 1,911 1,924 (1,924) ―

計 158,135 11,482 169,617 (1,924) 167,693

  営業費用 143,715 11,296 155,012 (1,924) 153,087

  営業利益 14,419 185 14,605 ― 14,605

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 
    及び資本的支出

  資産 91,652 7,792 99,444 13,467 112,912

  減価償却費 2,434 349 2,784 227 3,011

  減損損失 24 ― 24 167 191

  資本的支出 3,152 224 3,377 322 3,700
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４ 会計方針の変更 

  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) 

   「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、当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法と比べて、「製品販売等」の営業利益が94百万円少なく計上されておりま

す。なお、「建設事業」に与える影響はありません。 

(追加情報) 

 「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、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、機械装置の耐用年数について見直しを行い、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を適用しております。 

 これに伴い、従来の方法に比べて「建設事業」について営業利益が4百万円少なく計上され、「製品販売

等」について営業利益は41百万円少なく計上されております。 

  
  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) 

   「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、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」(企業会計基準第15号)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)を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法と比べて、「建設事業」の売上高が9,781百万円、営業費用が8,663百万円、

営業利益が1,117百万円多く計上されております。なお、「製品販売等」に与える影響はありません。 

  

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

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

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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) 

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

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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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) 

(追加情報) 
 当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「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)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)を適用してお
ります。 
  
１ 関連当事者との取引 

 (１)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注及び生石灰等の販売に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格

交渉の上決定しております。 
  
 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格交渉の上決定してお

ります。 
  
(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに見積を提示し、価格交渉の上決定しておりま

す。 

(関連当事者情報)

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

直接 35.7％
間接 1.8％
計 37.5％

・同社より機械・電気設備及び計測制
 御システムの設計・製作・据付及び 
 運転・整備、建築土木工事を受注 
・役員の兼任

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

・建設工事の受注 
・生石灰等の販売

88,041

受取手形・
完成工事未収入金等

21,598

未成工事受入金 38

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社
の子
会社

新日鉄
エンジ
ニアリ
ング株
式会社

東京都
千代田 
区

15,000 産業機械・装

置、鋼構造物等

の製造販売、建

設工事の請負、

廃棄物処理・再

生処理事業、電

力・ガス・熱等

供給事業

なし 同社より、機械設備の設計・製作・据付
及び整備、建築土木工事を受注

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 2,167

受取手形・
完成工事未収入金等

1,568

未成工事受入金 37

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

なし 同社より電気設備及び計測制御システム
の設計・製作・据付及び運転・整備を受
注

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 6,717
受取手形・
完成工事未収入金等

1,690

-28-

太平工業（株）（1819）　平成22年３月期決算短信



 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

   記載すべき重要なものはありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

該当事項はありません。 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

記載すべき重要なものはありません。 

  

   当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

 (１)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注及び生石灰等の販売に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格

交渉の上決定しております。 

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに当社見積を提示し、価格交渉の上決定してお

ります。 
  

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

直接 35.7％
間接 1.8％
計 37.5％

・同社より機械・電気設備及び計測制
 御システムの設計・製作・据付及び 
 運転・整備、建築土木工事を受注 
・役員の兼任

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

・建設工事の受注 
・生石灰等の販売

98,785

受取手形・
完成工事未収入金等

25,372

未成工事受入金 194

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社
の子
会社

新日鉄
エンジ
ニアリ
ング株
式会社

東京都
品川区

15,000 産業機械・装

置、鋼構造物等

の製造販売、建

設工事の請負、

廃棄物処理・再

生処理事業、電

力・ガス・熱等

供給事業

なし 同社より、機械設備の設計・製作・据付
及び整備、建築土木工事を受注

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 2,901
受取手形・
完成工事未収入金等

2,622
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(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 建設工事の受注に関しては、一般取引と同様に個別案件ごとに見積を提示し、価格交渉の上決定しておりま

す。 
  

 (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

   記載すべき重要なものはありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

該当事項はありません。 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

記載すべき重要なものはありません。 

  

種類
会社等
の名称

所在地
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関連当事者との関係

その
他の
関係
会社

新日本
製鐵株
式会社

東京都
千代田 
区

419,524 鉄鋼の製造及
び販売

なし 同社より電気設備及び計測制御システム
の設計・製作・据付及び運転・整備を受
注

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

建設工事の受注 7,413
受取手形・
完成工事未収入金等

1,371
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 前連結会計年度(平成21年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
   (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損20百万円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 

  

 
  (注)その他有価証券で時価のないものについて７百万円（非上場株式等）減損処理を行っております。 

   

４ 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 

  

    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を保有しておりません。 

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株式 842 1,238 396

 債券 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 842 1,238 396

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株式 173 128 △45

 債券 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 173 128 △45

合計 1,016 1,367 350

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

0 ― 11

連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式等 207
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 当連結会計年度 

  

１ その他有価証券(平成22年３月31日) 

  

 
  

 
  

  

  

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株式 1,529 804 725

 債券 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 1,529 804 725

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株式 179 224 △44

 債券 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 179 224 △44

合計 1,709 1,028 681
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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

  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の企業年

金制度及び退職一時金制度を採用しております。 

 また、一部の連結子会社では確定拠出型の制度を採

用しております。 

 提出会社については、退職給付制度の改定を実施

し、適格退職年金制度を平成21年４月より確定給付企

業年金法に基づく規約型企業年金制度に移行しており

ます。

 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の企業年

金制度及び退職一時金制度を採用しております。 

 また、一部の連結子会社では確定拠出型の制度を採

用しております。 

 

 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

(単位 百万円)

退職給付債務 △21,053

年金資産 3,991

未積立退職給付債務 △17,062

未認識過去勤務債務 345

未認識数理計算上の差異 4,503

連結貸借対照表計上額純額 △12,212

退職給付引当金 △12,212

 
 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在)

(単位 百万円)

退職給付債務 △21,639

年金資産 4,758

未積立退職給付債務 △16,880

未認識過去勤務債務 286

未認識数理計算上の差異 4,857

連結貸借対照表計上額純額 △11,737

退職給付引当金 △11,737

 

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

(単位 百万円)

勤務費用 969

利息費用 460

期待運用収益 △127

過去勤務債務の費用処理額 69

数理計算上の差異の費用処理額 396

退職給付費用 1,768

 
 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

(単位 百万円)

勤務費用 1,133

利息費用 330

期待運用収益 △96

過去勤務債務の費用処理額 59

数理計算上の差異の費用処理額 685

退職給付費用 2,112

 

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    1.4～1.6％

期待運用収益率   2.0～2.5％

過去勤務債務の 
額の処理年数  ７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、費用処理することとし
ている。)

数理計算上の 
差異の処理年数

 ７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
用処理することとしてい
る。)

 

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

  同左

割引率     同左

期待運用収益率    同左

過去勤務債務の
額の処理年数  同左

  
 
 
数理計算上の
差異の処理年数

  
 
  
 

 同左

-33-

太平工業（株）（1819）　平成22年３月期決算短信



  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  ２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

  

     該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 469.42円 557.24円

１株当たり当期純利益 99.42円 97.55円

潜在株式調整後 

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。

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

項目
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）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 38,473 45,817

普通株式に係る純資産額(百万円) 36,821 43,708

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分

 

1,652

 

2,109

普通株式の発行済株式数（千株） 78,465 78,465

普通株式の自己株式数（千株） 25 29

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
78,439 78,435

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 7,798 7,651

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,798 7,651

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 78,442 78,438

(重要な後発事象)

(開示の省略) 

 リース取引関係等に関する注記については、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、開示を省略します。
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5.受注高及び売上の状況

（１）受注高

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

区分 自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

至平成21年3月31日 至平成22年3月31日

建 設 事 業 155,954 132,690 △23,260 △14.9

製 品 販 売 等 ― ― ― ―

合     計 155,954 132,690 △23,260 △14.9

（注）建設事業以外の受注高については、当社グループの受注概念が異なるため記載しておりません。

（２）売上高

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

区分 自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

至平成21年3月31日 至平成22年3月31日

建 設 事 業 151,889 158,122 6,232 4.1

製 品 販 売 等 11,074 9,570 △1,503 △13.6

合     計 162,963 167,693 4,729 2.9

（注）当社グループでは生産実績を定義することは困難であるため生産の状況は記載しておりません。
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（参考）親会社の受注・売上・繰越高  

  

1．受注高 （単位：百万円）

     事業年度 前事業年度 当事業年度

自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

区分 至平成21年3月31日 至平成22年3月31日

建
 機電エンジニアリング 73,401 63,893 △9,507 △13.0

設
 土        木 16,742 14,778 △1,964 △11.7

事
 建        築 25,251 17,923 △7,328 △29.0

業
 作  業  請  負 25,139 23,444 △1,695 △6.7

計 140,535 120,039 △20,495 △14.6

   製   品   販   売   等 8,948 8,232 △715 △8.0

合       計 149,483 128,272 △21,210 △14.2

２．売上高 （単位：百万円）

     事業年度 前事業年度 当事業年度

自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

区分 至平成21年3月31日 至平成22年3月31日

建
 機電エンジニアリング 66,766 75,592 8,826 13.2

設
 土        木 21,684 17,375 △4,308 △19.9

事
 建        築 21,885 26,206 4,320 19.7

業
 作  業  請  負 25,120 23,440 △1,679 △6.7

計 135,456 142,615 7,158 5.3

   製   品   販   売   等 8,948 8,232 △715 △8.0

合     計 144,404 150,848 6,443 4.5

３．繰越高 （単位：百万円）

     事業年度 前事業年度末 当事業年度末
比較増減（△） 増減率（△）％

区分 平成21年3月31日 平成22年3月31日

建
 機電エンジニアリング 26,379 14,680 △11,698 △44.3

設
 土        木 7,990 5,393 △2,597 △32.5

事
 建        築 14,476 6,193 △8,282 △57.2

業
 作  業  請  負 33 37 3 11.0

計 48,880 26,305 △22,575 △46.2

   製   品   販   売   等 ― ― ― ―

合    計 48,880 26,305 △22,575 △46.2
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6.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 9,946 5,070

受取手形 ※1  2,326 ※1  1,218

完成工事未収入金 ※1  36,502 ※1  46,178

売掛金 ※1  1,939 ※1  2,472

販売用不動産 989 753

製品 896 750

未成工事支出金 19,175 4,953

材料貯蔵品 2,825 2,731

前払費用 41 38

繰延税金資産 899 694

未収入金 1,065 1,114

立替金 440 204

その他 832 61

貸倒引当金 △314 △57

流動資産合計 77,566 66,186

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,418 18,534

減価償却累計額 △12,246 △12,206

建物（純額） 6,172 6,327

構築物 2,141 2,234

減価償却累計額 △1,529 △1,585

構築物（純額） 611 649

機械及び装置 36,029 37,556

減価償却累計額 △29,907 △30,974

機械及び装置（純額） 6,121 6,581

船舶 11 －

減価償却累計額 △10 －

船舶（純額） 0 －

車両運搬具 1,443 1,767

減価償却累計額 △1,085 △1,354

車両運搬具（純額） 357 412

工具器具・備品 2,386 2,503

減価償却累計額 △1,927 △2,061

工具器具・備品（純額） 459 442

土地 ※2  15,410 ※2  15,207

リース資産 861 658

減価償却累計額 △479 △414

リース資産（純額） 382 244

建設仮勘定 830 777

有形固定資産合計 ※3  30,346 ※3  30,643
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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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 247 258

リース資産 27 14

電話加入権 72 72

その他 6 6

無形固定資産合計 354 350

投資その他の資産   

投資有価証券 788 766

関係会社株式 1,041 1,256

出資金 319 271

関係会社長期貸付金 705 －

破産更生債権等 2,437 1,714

敷金及び保証金 430 564

長期前払費用 106 54

繰延税金資産 5,320 4,438

その他 28 28

貸倒引当金 △3,162 △1,742

投資その他の資産合計 8,015 7,353

固定資産合計 38,716 38,347

資産合計 116,282 104,533
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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  6,392 ※1  3,645

工事未払金 ※1  27,578 ※1  21,776

短期借入金 ※3, ※4  20,424 ※3, ※4  3,904

コマーシャル・ペーパー － 3,000

リース債務 184 121

未払金 3,248 3,737

未払費用 855 748

未払法人税等 3,084 2,208

未成工事受入金 ※1  1,813 ※1  345

預り金 ※1  2,760 ※1  4,968

前受収益 0 －

完成工事補償引当金 1,047 977

工事損失引当金 77 －

役員賞与引当金 20 22

設備関係支払手形 293 161

仮受金 41 －

その他 121 130

流動負債合計 67,943 45,748

固定負債   

長期借入金 ※3  1,014 ※3  6,109

リース債務 229 142

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,607 ※2  3,529

退職給付引当金 11,538 11,047

役員退職慰労引当金 54 73

その他 19 17

固定負債合計 16,464 20,920

負債合計 84,407 66,668
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,468 5,468

資本剰余金   

資本準備金 1,873 1,873

資本剰余金合計 1,873 1,873

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 20,245 26,199

利益剰余金合計 20,245 26,199

自己株式 △9 △10

株主資本合計 27,577 33,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224 373

繰延ヘッジ損益 － 1

土地再評価差額金 ※2  4,072 ※2  3,958

評価・換算差額等合計 4,297 4,334

純資産合計 31,874 37,865

負債純資産合計 116,282 104,533
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(2)損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

売上高   

完成工事高 ※1  135,456 ※1  142,615

製品販売等売上高 ※1  8,948 ※1  8,232

売上高合計 144,404 150,848

売上原価   

完成工事原価 116,740 122,862

製品販売等売上原価 ※2  7,965 ※2  7,472

売上原価合計 124,705 130,334

売上総利益   

完成工事総利益 18,716 19,752

製品販売等総利益 983 760

売上総利益合計 19,699 20,513

販売費及び一般管理費   

役員報酬 219 240

従業員給料手当 3,256 3,318

退職給付費用 171 204

役員退職慰労引当金繰入額 25 28

法定福利費 448 441

福利厚生費 264 325

修繕維持費 17 110

事務用品費 97 119

通信交通費 394 412

動力用水光熱費 36 43

調査研究費 ※3  84 ※3  115

広告宣伝費 13 11

貸倒引当金繰入額 36 34

交際費 116 127

寄付金 8 68

地代家賃 218 308

減価償却費 159 205

租税公課 256 313

保険料 18 22

運搬費 360 313

雑費 1,221 1,344

販売費及び一般管理費合計 7,429 8,109

営業利益 12,269 12,403
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 ※1  13 ※1  2

受取配当金 ※1  73 ※1  45

受取補償金 ※1, ※4  139 ※1, ※4  19

受取賃貸料 ※1  42 ※1  24

保険事務手数料 － ※1  22

雑収入 ※1  97 ※1  76

営業外収益合計 366 191

営業外費用   

支払利息 283 246

売上債権売却損 142 97

支払補償費 68 －

雑支出 142 136

営業外費用合計 635 480

経常利益 12,001 12,114

特別利益   

固定資産売却益 ※5  4 －

貸倒引当金戻入額 166 98

その他 8 1

特別利益合計 179 100

特別損失   

固定資産除却損 ※6  109 ※6  255

減損損失 ※7  2 ※7  189

投資有価証券売却損 11 －

たな卸資産評価損 ※2  310 －

投資有価証券評価損 20 －

ゴルフ会員権評価損 5 －

関係会社整理損 ※8  480 －

その他 6 20

特別損失合計 946 466

税引前当期純利益 11,234 11,748

法人税、住民税及び事業税 3,761 4,061

法人税等調整額 336 905

法人税等合計 4,097 4,966

当期純利益 7,136 6,781
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,468 5,468

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,468 5,468

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,873 1,873

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,873 1,873

資本剰余金合計   

前期末残高 1,873 1,873

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,873 1,873

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 13,838 20,245

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,136 6,781

土地再評価差額金の取崩 △23 114

当期変動額合計 6,406 5,954

当期末残高 20,245 26,199

利益剰余金合計   

前期末残高 13,838 20,245

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,136 6,781

土地再評価差額金の取崩 △23 114

当期変動額合計 6,406 5,954

当期末残高 20,245 26,199

自己株式   

前期末残高 △7 △9

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △9 △10
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 21,172 27,577

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,136 6,781

土地再評価差額金の取崩 △23 114

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 6,405 5,953

当期末残高 27,577 33,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 728 224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 149

当期変動額合計 △504 149

当期末残高 224 373

繰延ヘッジ損益   

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） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1

土地再評価差額金   

前期末残高 4,049 4,072

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △114

当期変動額合計 23 △114

当期末残高 4,072 3,958

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,778 4,297

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △481 36

当期変動額合計 △481 36

当期末残高 4,297 4,334
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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) 

純資産   

前期末残高 25,950 31,874

当期変動額   

剰余金の配当 △705 △941

当期純利益 7,136 6,781

土地再評価差額金の取崩 △23 114

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △481 36

当期変動額合計 5,924 5,990

当期末残高 31,874 37,865
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(4) 継続企業の前提に関する注記

   該当事項はありません。

(5) 重要な会計方針

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 有価証券の評価基準及び
評価方法

 子会社株式及び関連会社株式
  移動平均法による原価法
 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)

子会社株式及び関連会社株式
同左

その他有価証券
時価のあるもの
同左

  時価のないもの
  移動平均法による原価法

時価のないもの
同左

２ デリバティブ等の評価基
準及び評価方法

時価法によっております。 同左

３ たな卸資産の評価基準及
び評価方法

販売用不動産
 個別法による原価法（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）

製品
 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）

未成工事支出金
 個別法による原価法
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
づく簿価切下げの方法）

 (会計方針の変更)
 通常の販売目的で保有するたな卸
資産については、従来、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）が適用
されたことに伴い、原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）により算
定しております。 
 これに伴い、従来の方法によった
場合と比べ、売上総利益、営業利益
及び経常利益が94百万円、税引前当
期純利益が405百万円それぞれ減少
しております。

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
簿価切下げの方法）

製品
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）

未成工事支出金
個別法による原価法

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
づく簿価切下げの方法）
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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)

４ 固定資産の減価償却の方
法

有形固定資産(リース資産を除く)
  定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法によってお
ります。 
 (追加情報) 
 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、機械装置の耐用年数につい
て見直しを行い、当事業年度より改
正後の法人税法に基づく耐用年数を
適用しております。 
 これに伴い、従来の方法によった
場合と比べ、売上総利益、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益
が42百万円それぞれ減少しておりま
す。

有形固定資産(リース資産を除く)
 定率法によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法によってお
ります。

無形固定資産(リース資産を除く)
  定額法によっております。
  ただし、ソフトウエア(自社利用

分)については、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法によ
っております。

無形固定資産(リース資産を除く)
同左

リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存
価額をゼロとする定額法によってお
ります。

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
 同左
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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)

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒による

損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

 同左

役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

役員賞与引当金 

同左

完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵担保等の費用

に備えるため、完成工事高に対する

将来の見積り補償額に基づいて計上

しております。

完成工事補償引当金

 同左

工事損失引当金

  受注工事の損失発生に備えるた

め、当事業年度末手持ち工事のう

ち、損失の発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積もることのできる

工事について、損失見積額を計上し

ております。

工事損失引当金

 同左

退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上しており

ます。 

 過去勤務債務は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７年）による定額法により費用

処理することとしております。 

 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(７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。
(会計方針の変更)

 「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）が平成21年３月31日以前に開
始する事業年度から適用できること
になったことに伴い、当事業年度か
ら同会計基準を適用しております。 
 数理計算上の差異を翌事業年度か
ら償却するため、これによる営業損
益、経常損益及び税引前当期純利益
に与える影響はありません。 
 また、本会計基準適用に伴い発生
する退職給付債務の差額の未処理残
高は1,774百万円であります。

退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上しており

ます。 

 過去勤務債務は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７年）による定額法により費用

処理することとしております。 

 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(７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。

  

役員退職慰労引当金

  役員の退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

役員退職慰労引当金

 同左
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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)

６ 完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完成基準

によっております。

完成工事高及び完成工事原価の計上基
準

  当事業年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性の認められる工事

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、工事進行基準による完成工

事高は33,511百万円であります。
（会計方針の変更）

  請負工事にかかる収益の計上基準

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)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)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

実性の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

工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、従来の方法によった

場合と比べ、当事業年度にかかる売

上高は9,182百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

が、それぞれ1,025百万円増加して

おります。
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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)

７ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

また、ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップについて、特例処理の

要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま 

す。

なお、振当処理の要件を満たして
いる為替予約については振当処理
に、特例処理の要件を満たしている
金利スワップについては特例処理に
よっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

  金利スワップ

 ヘッジ対象

  金利変動等によるキャッシュ・フ

ロー変動の可能性がある負債(借入

金)のうち、キャッシュ・フローが

固定され、その変動が回避されうる

もの。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

a.ヘッジ手段・・・為替予約 
  ヘッジ対象・・・材料輸入によ  
  る外貨建買入債務等 
 b.ヘッジ手段・・・金利スワップ 
  ヘッジ対象・・・金利変動等によ 
  るキャッシュ・フロー変動の可能 
  性がある負債(借入金)のうち、キ 
  ャッシュ・フローが固定され、そ 
  の変動が回避されうるもの。

③ヘッジ方針

  当社の社内規程である「デリバテ

ィブ取引管理規程」に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。 

 なお、当該規程にて、デリバティ

ブ取引は実需に伴うリスクヘッジの

ための取引に限定し、売買益を目的

とした投機的な取引は一切行わない

方針としております。

③ヘッジ方針

  当社の社内規程である「デリバテ

ィブ取引管理規程」に基づき、為替

変動リスク及び金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

 なお、当該規程にて、デリバティ

ブ取引は実需に伴うリスクヘッジの

ための取引に限定し、売買益を目的

とした投機的な取引は一切行わない

方針としております。

④ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間にかかるキャッシュ・フ

ロー変動額の累計を比較する方法に

よっております。 

 ただし、特例処理によっている金

利スワップについては、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

   ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間にかかるキャッシュ・フ

ロー変動額の累計又は為替相場の変

動を比較する方法によっておりま

す。 

 ただし、振当処理によっている為

替予約及び特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の評

価を省略しております。

８ その他財務諸表作成のた 

 めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

 同左
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  （会計方針の変更） 

 
  

  

 
  

(6) 重要な会計方針の変更

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)

  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、「リース取引に関する会計
基準」(企業会計基準第13号)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)を当事業年度から適用し、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。 
 リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用し
ております。 
 この結果、当事業年度のリース資産が有形固定資
産に382百万円、無形固定資産に27百万円それぞれ
計上されております。また、損益に与える影響はあ
りません。

―――

  （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)

―――

 

（損益計算書）

 前事業年度において、営業外収益「雑収入」に含

めて表示しておりました「保険事務手数料」（前事

業年度23百万円）については、営業外収益総額の

10/100を超えたため、当事業年度より区分掲記して

おります。
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(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 ※１このうち関係会社に対するものは次のとおりで

あります。

受取手形 10百万円

完成工事未収入金及び 
売掛金

21,599

支払手形及び工事未払金 1,478

未成工事受入金 38

預り金 2,279

１ ※１このうち関係会社に対するものは次のとおりで

あります。

受取手形 21百万円

完成工事未収入金及び
売掛金

25,395

支払手形及び工事未払金 1,370

未成工事受入金 194

預り金 4,222

２ ※２当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第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11年３月31日改

正)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。

２ ※２当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年

３月31日公布法律第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11年３月31日改

正)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日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る路線価及び路線価のない土地は第２条第３

号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥

行価格補正等の合理的な調整を行って算出し

ております。

  再評価を行った年月日 平成12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

5,257百万円

   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日公布政令第119号)第２条第４号に定める

路線価及び路線価のない土地は第２条第３号に

定める固定資産税評価額に基づいて、奥行価格

補正等の合理的な調整を行って算出しておりま

す。

  再評価を行った年月日 平成12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

5,373百万円

 

３ ※３下記の資産は、短期借入金124百万円（長期借

入金からの振替分124百万円含む）及び長期借入金

334百万円の担保に供しております。

   建物 935百万円

   構築物 297

   機械及び装置 3,329

   車両運搬具 164

   工具器具・備品 56

   土地 1,190

３ ※３下記の資産は、短期借入金124百万円（長期借

入金からの振替分124百万円含む）及び長期借入金

209百万円の担保に供しております。

   建物 1,037百万円

   構築物 341

   機械及び装置 4,665

   車両運搬具 288

   工具器具・備品 53

   土地 1,190

４ 偶発債務(保証債務)

  下記の会社等の銀行借入金等について保証を行って

おります。

㈱太東 3百万円

太広産業(株) 0

諸口(住宅ローン) 91

計 94
 

４ 偶発債務(保証債務)

  下記の会社等の銀行借入金等について保証を行って

おります。

㈱太東 1百万円

諸口(住宅ローン) 71

計 73

５ ※４このうち一年内返済の長期借入金7,774百万円

を含んでおります。

５ ※４このうち一年内返済の長期借入金204百万円を

含んでおります。
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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 ※１関係会社との取引にかかるものが、次のとおり

含まれています。

完成工事高及び 
製品販売等売上高

88,129百万円

受取利息・受取配当金 
及び雑収入

80

受取補償金 130

受取賃貸料 26

１ ※１関係会社との取引にかかるものが、次のとおり

含まれています。

完成工事高及び
製品販売等売上高

98,887百万円

受取利息・受取配当金
及び雑収入

70

受取補償金 23

受取賃貸料 11

２ ※２通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

製品販売等売上原価 94百万円

特別損失 310
 

２ ※２通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

製品販売等売上原価 205百万円

３ ※３調査研究費に含まれる研究開発費の総額は75百

万円です。

３ ※３調査研究費に含まれる研究開発費の総額は

101百万円です。 

４ ※４設備補償に係るものであります。 ４ ※４同左

 

５ ※５固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

建物 3百万円
その他 1
計 4

           ―――

６ ※６固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 46百万円

構築物 0

機械及び装置 12
車両運搬具 0
工具器具・備品 2
撤去費用 46
計 109  

５ ※６固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 97百万円

構築物 5

機械及び装置 10
工具器具・備品他 8
撤去費用 133
計 255
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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)

 

７ ※７減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

用途 種類 場所
金 額
(百万円)

処分見込 土地・建物他 静岡県熱海市 1

遊休 土地 千葉県富津市他 0

合  計 2

 処分見込資産については、売却により損失となること

が見込まれるため、また遊休資産については今後の利用

価値もないため、減損損失を認識しました。 

 その内訳は建物他2百万円であります。

 

６ ※７減損損失

  当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

用途 種類 場所
金 額 

(百万円)

処分見込 土地・建物他 大阪府堺市他 131

貸借 土地・建物他 千葉県富津市 24

遊休 土地・建物他 愛知県東海市他 34

合  計 189

 処分見込資産については、従来福利厚生施設として使

用していましたが、処分することとなったため、賃貸資

産については、収益性が低下したため、また遊休資産に

ついては今後の利用価値もないため、減損損失を認識し

ました。 

 減損損失の内訳は土地138百万円、建物他51百万円で

あります。

（グルーピングの方法）

事業部・支店別を基本単位とし、賃貸用不動産及び将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（グルーピングの方法）

事業部・支店別を基本単位とし、賃貸用不動産及び将

来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々

の物件単位でグルーピングをしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 正味売却価額を適用しており、土地の評価にあたって

は公示価格に基づいた時価を適用しております。

（回収可能価額の算定方法等）

 処分見込資産は売却予定額等による正味売却価額を適

用しております。賃貸資産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６％で割り引いて算定し

ております。遊休資産は主として公示価格に基づいた正

味売却価額を適用しております。

８ ※８当社子会社である（株）響エコサイトの清算に

伴い発生が見込まれる損失額1,320百万円を貸倒引

当金に繰り入れるとともに、当該損失に備えて計上

していた関係会社事業損失引当金840百万円を取崩

し、これらを相殺した金額480百万円を関係会社整

理損として特別損失に計上しております。

           ―――
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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 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    4,547株 

  
当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    3,472株 

  

(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） 21,143 4,547   ― 25,690

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） 25,690 3,472    ― 29,162
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①新任監査役候補者 

 
②退任予定取締役 

 
③退任予定監査役 

 
④役職名等の異動 

 
（注）※は組織改正による役職名変更者 

  

①退任予定執行役員 

7.役員の異動（平成22年６月29日付予定）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

松本 賢悟 常勤監査役 管理本部総務部長

高橋 幸三 監査役（社外監査役） 新日本製鐵株式会社財務部部長

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

澤田 靖士 相談役 取締役相談役

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

砂原 正美 顧問（非常勤） 常勤監査役

赤木  誠
新日本製鐵株式会社経営企画部 
関連会社グループリーダー

監査役（社外監査役）

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

加藤 正造
代表取締役副社長 
各事業部、各支店、安全環境、技術
総括、統括営業、技術開発担当

代表取締役副社長 
事業統括本部長 
エリア事業本部長

松山  茂

取締役副社長 
人事、人材開発、総務、法務、情報
システム、財務、内部統制推進、地
域総務総括担当

取締役副社長 
管理本部長

佐々木 康夫※
取締役常務執行役員 
建設事業部長

取締役常務執行役員 
事業統括本部建設事業部長

森  省三※
取締役常務執行役員 
機械事業部長

取締役常務執行役員 
事業統括本部機械事業部長

三宅 正樹※
取締役執行役員 
人事部長

取締役執行役員 
管理本部人事部長

8．執行役員の異動（平成22年６月29日付予定）

氏名 退任後の就任内定役職名等 現在の役職名等

杉野  修 顧問（非常勤）
執行役員 
管理本部安全環境部長
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②役職名等の異動 

 
（注）※は組織改正による役職名変更者 

9．重要な使用人の異動（平成22年６月29日付予定） 

 
  

  

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

大原 哲矢※
常務執行役員 
東海支店長

常務執行役員 
エリア事業本部東海支店長

冨士 和成
常務執行役員 
安全環境部長

常務執行役員 
エリア事業本部室蘭支店長

江本  寛
常務執行役員 
八幡支店長

執行役員 
エリア事業本部八幡支店長

原田 安幸※
執行役員 
建設事業部企画調整部長

執行役員 
事業統括本部建設事業部企画調整部
長

詫摩 賢治※
執行役員 
建設事業部副事業部長

執行役員 
事業統括本部建設事業部副事業部長

秋岡 眞人※
執行役員 
パーティクルボード事業部長

執行役員 
事業統括本部パーティクルボード事
業部長

本郷 裕一※
執行役員 
統括営業部長

執行役員 
事業統括本部統括営業部長

竹本 雅謙※
執行役員 
産業プラント事業部長 
技術開発センター長

執行役員 
事業統括本部産業プラント事業部長 
事業統括本部技術開発センター長

松本  満
執行役員 
電計事業部長

執行役員 
管理本部情報システム部長 
事業統括本部電計事業部長

小泉 進一
執行役員 
システムソリューション事業部長 
情報システム部長

執行役員 
事業統括本部システムソリューショ
ン事業部長

諸石 宏明※
執行役員 
堺支店長

執行役員 
エリア事業本部堺支店長

川崎  篤※
執行役員 
人材開発部長

執行役員 
管理本部人材開発部長

岡本 芳行※
執行役員 
広畑支店長

執行役員 
エリア事業本部広畑支店長

植田 治樹
執行役員 
総務部長

執行役員 
エリア事業本部釜石支店長

姫嶋 幹雄※
執行役員 
光支店長

執行役員 
エリア事業本部光支店長

桑原 祥男
執行役員 
技術総括部長

執行役員 
エリア事業本部副本部長

近藤  透※
執行役員 
大分支店長

執行役員 
エリア事業本部大分支店長

嶋  哲男※
執行役員 
君津支店長

執行役員 
エリア事業本部君津支店長

山崎 明彦※
執行役員 
財務部長

執行役員 
管理本部財務部長

氏名 予定される新役職名等 現在の役職名等

河津 千尋 室蘭支店長 エリア事業本部整備事業企画部長

中西  毅 釜石支店長 管理本部大分総務部長
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