
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東鉄工業 株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1835 URL http://www.totetsu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小倉 雅彦

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 片岡 紀雄 TEL 03-5369-7612
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

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 88,644 △1.0 4,728 4.2 5,010 5.4 2,813 33.3
21年3月期 89,551 △10.9 4,537 8.5 4,752 11.5 2,110 △2.7

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 78.95 ― 8.7 7.9 5.3
21年3月期 59.21 ― 6.8 7.1 5.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  33百万円 21年3月期  39百万円

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 65,061 33,817 52.0 948.93
21年3月期 62,574 30,947 49.5 868.30

（参考） 自己資本   22年3月期  33,817百万円 21年3月期  30,947百万円

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 3,104 △364 △514 7,088
21年3月期 7,063 508 △4,227 4,863

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 ― ― ― 14.00 14.00 498 23.6 1.6
22年3月期 ― ― ― 16.00 16.00 570 20.3 1.8

23年3月期 
（予想）

― ― ― 16.00 16.00 19.7

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

31,900 1.2 700 △23.5 700 △34.8 350 △30.4 9.82

通期 92,900 4.8 4,900 3.6 5,100 1.8 2,900 3.1 81.38
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4.  その他 

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

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

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18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 36,100,000株 21年3月期 36,100,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  462,660株 21年3月期  458,931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 86,555 △1.0 4,325 4.9 4,577 6.4 2,551 38.7
21年3月期 87,435 △11.0 4,123 7.3 4,301 11.3 1,840 △4.1

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 71.61 ―

21年3月期 51.64 ―

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 63,584 31,833 50.1 893.25
21年3月期 61,178 29,226 47.8 820.02

（参考） 自己資本 22年3月期  31,833百万円 21年3月期  29,226百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した業績予想数値は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、さまざまな要素により、異なる場合が
あります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

31,100 1.2 600 △31.0 600 △42.1 300 △36.9 8.42

通期 90,500 4.6 4,600 6.3 4,800 4.9 2,700 5.8 75.76
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善などを背景に、着実に持ち直しつつありま

すが、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど、全般的には厳しい状況で推移しました。 

建設業界におきましては、政府建設投資が増加基調にあるものの、民間住宅投資の需要・供給マイ

ンドは依然低く、民間非住宅建設投資も年間を通して低水準に推移し、建設投資市場全体としては引

き続き縮小傾向にありました。 

このような状況のなかで、当社グループにおきましては、『「誠実で、キラリと光る、ナンバーワ

ン＆オンリーワン」の東鉄工業を目指します。』を基本テーマとする、新たな３ヵ年の中期経営計画

を当期よりスタートさせ、その基本方針に基づき以下の諸施策の推進を図ってまいりました。 

≪業務運営の基本方針≫ 

〔1〕『「究極の安全と安心」の追求』では、経営の 重要事項に掲げている「安全はすべてに優先す

る」という経営理念のもと、安全強化計画を粘り強く推進し、鉄道工事をはじめとする様々な工事に

関わる重大事故、致命的労働災害を防止するために、ビジュアル教材を活用するなど、できるだけ具

体的でわかりやすい教育・訓練の実施に努めるとともに、現場の全作業の情報を社内で共有化するな

ど、現場まかせにしない組織的な安全管理体制の更なる強化を図ってまいりました。 

〔2〕『「技術と品質」へのこだわり』につきましては、「技術力」「施工力」「品質管理」の維持・

継承・向上のための各種実務教育を徹底的に強化したほか、橋脚耐震補強に係る新工法の活用や、高

性能な大型保線機械の継続的導入など、新しい施工技術の強化にも積極的に努めてまいりました。 

〔3〕『「現場力」の徹底的強化』につきましては、本社・支店においては、現場の視点に立った実効

性のある具体的な現場支援がなされるように繰り返し徹底を図ったほか、現場においては、発生する

様々な問題を発見し、自ら解決する能力の向上を図るため、現場で直ちに活用することが可能な具体

的な教材に基づいた教育研修を「東鉄技術学園」で実施するなど、「現場力」の強化に努めてまいり

ました。 

〔4〕『「営業力」の抜本的強化』につきましては、営業・施工両部門が一体となって、引き続き積算

体制の強化を図るとともに、平成21年６月に「建築環境リニューアル部」を設置し、お客様の多様な

ニーズを先取りし、的確にお応えするために、「ワンストップショッピング戦略」や「一気通貫戦

略」の展開により、技術提案型・ソリューション型営業を推進し、特に鉄道関連、及び非住宅部門の

業容拡大を図ってまいりました。 

〔5〕『「収益力」の継続的向上』につきましては、不採算工事の排除を目的とした戦略的な選別受注

を引き続き徹底するとともに、原価管理の強化や、「購買部」による集中購買体制の推進など種々の

コストダウンに取り組み、「利益改善プロジェクト」の具体的施策を全社展開してまいりました。ま

た、平成22年４月には「コストダウンプロジェクト」を立ち上げ、新しい工法の提案などにより、お

客様のコストダウン要請に対しても積極的に対応できるよう、専門のチームを発足させることといた

しました。 

〔6〕『各事業戦略』につきましては、当社グループの得意とする線路・土木・建築のコア３事業部門

を一層強化するとともに、各事業部門がバランスよく相互にシナジーを発揮できるように努め、新し

い分野や大型工事を含む様々な工事の受注・施工実績をあげることが出来ました。また、環境事業に

おいては、平成21年４月に「環境本部」を新設し、『東鉄ＥＣＯ2(エコツー)プロジェクト』を強力

に推進してまいりました。 

≪経営管理の基本方針≫ 

〔1〕『「誠実なＣＳＲ経営」の推進』では、財務報告などをはじめとする内部統制の一層の強化を図

るとともに、「企業倫理ホットライン」(内部通報制度)においては、新たに社外窓口を設けたほか、

社外取締役を委員長とした「拡大コンプライアンス委員会」を新たに設置するなど、コーポレートガ

バナンスやコンプライアンスの一層の充実を図り、「誠実なＣＳＲ経営」に努めてまいりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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〔2〕『「人を大切にする経営」の推進』につきましては、新入社員の給与を引き上げるなど、人事・

給与制度の継続的見直しを図るとともに、公平で公正な評価・処遇を徹底的に推進し、また、人材採

用活動の強化や人材育成の一層の充実を図ってまいりました。 

〔3〕『「強靭で効率的な経営体質」の継続的強化』につきましては、業務を推進する上で発生し得る

各種の潜在的リスクを網羅的に見直したほか、与信管理体制など、リスク管理体制を一層強化すると

ともに、財務体質の継続的強化に取り組んでまいりました。 

〔4〕『「情報発信」の強化』につきましては、平成21年４月に、「広報・ＩＲ室」を「広報・ＩＲ

部」として独立させ、広報機能やＩＲ機能を一層充実させるとともに、当社初の「個人投資家向けＩ

Ｒセミナー」を東京、大阪で開催するなど、積極的な情報開示により、更に透明性の高い経営を目指

し、企業イメージや認知度の向上を図ってまいりました。 

≪「環境」への取り組み≫ 

環境事業を当社の第４の柱として育成し、業務の拡大を図るために、『東鉄ＥＣＯ2(エコツー)プロ

ジェクト』の推進を、中期経営計画の重要施策の一つと位置付けておりますが、このプロジェクトを

主管し、環境に係る「攻め」・「守り」の全ての業務を総合的、かつ戦略的に担当する部署として、

平成21年４月に「環境事業本部」を改組の上「環境本部」を新設し、「ＥＣＯ2推進部」「環境事業

部」「環境保全部」を設置いたしました。また、当社が取り組んでいる苔緑化を始め、屋上太陽光発

電、空調エネルギー改善、照明設備のＬＥＤ化などの様々な環境関連技術を、「ワンストップショッ

ピング戦略」を通じてお客様に幅広くご提供するとともに、これらの技術を直接ご覧いただけるよう

に当社所有ビルを「エコビル化」するなど、ＥＣＯ(エコ)ビジネス拡大と環境保全対策のための諸施

策に取り組んでまいりました。 

  

上記諸施策を実施し、不採算工事の排除を目的とした戦略的な選別受注の徹底を図った結果、当連

結会計年度の当社グループにおける売上高につきましては、前期比906百万円減少の88,644百万円と

なりました。一方、原価管理の強化や、種々のコストダウンの工夫による利益改善などに全社をあげ

て粘り強く取り組んだ結果、売上総利益は、前期比204百万円増加し10,914百万円となりました。 

この結果、営業利益は、前期に引き続き貸倒引当金繰入額を計上したものの、前期比191百万円増

加し4,728百万円となりました。経常利益につきましても、前期比258百万円増加し5,010百万円とな

りました。 

当期純利益につきましては、貸倒引当金繰入額や投資有価証券評価損を計上した前期に比し、703

百万円増加し2,813百万円となりました。 

以上の通り、中期経営計画の初年度として、平成23年度の数値目標である「売上高1,010億円以

上」「売上総利益110億円以上」、及び「経常利益率4.5％以上」の目標に対し、好調なスタートを切

ることができました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 工事受注高は84,409百万円（前期比5.4％増）で、その内訳は土木工事59,768百万円（前期比3.4％

減）、建築工事24,640百万円（前期比35.1％増）であります。  

 完成工事高は86,947百万円（前期比1.2％減）で、その内訳は土木工事61,479百万円（前期比0.0％

減）、建築工事25,468百万円（前期比4.1％減）であります。  

  次期繰越高は34,123百万円（前期比6.9％減）となりました。  

（不動産事業）  

  不動産事業売上高は584百万円で、その主なものは商業ビルの賃貸収入であります。  

（その他事業）  

  その他事業売上高は1,112百万円で、その主なものは環境事業売上であります。  
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②次期の見通し 

次年度は、外需を背景に景気回復が期待されるものの、欧州諸国の財政問題など不安材料も多く、

所得・雇用の大きな改善は見込みにくいと考えられます。  

建設業界においても、政府建設投資は大幅な減少が予想され、企業の投資意欲も顕在化しないな

ど、民間非住宅建設投資も引き続き非常に厳しい状況が予想されます。 

かかる環境のなかで、当社グループは、中期経営計画に基づく諸施策を、引き続き粘り強く推進し

てまいります。 

  

現時点における次期業績見通しは、次のとおりであります。  

  

平成23年３月期通期予想 

 
  

①当期末の資産・負債及び純資産の状況 

当期末の資産合計は前期比2,487百万円増加し65,061百万円となりました。主な要因は、現金預金

等の増加であります。  

  負債合計は、前期比383百万円減少し31,243百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未

払金等の減少であります。  

  その結果、純資産合計は前期比2,870百万円増加し33,817百万円となりました。また、自己資本比

率は、前期末の49.5％から52.0％となりました。 

②当期におけるキャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期比2,225百万円増加し7,088

百万円となりました。  

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 未成工事支出金等の減少等により、営業活動におけるキャッシュ・フローは3,104百万円の収入と

なりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 有形固定資産の取得等により、投資活動におけるキャッシュ・フローは364百万円の支出となりま

した。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 配当金の支払等により、財務活動におけるキャッシュ・フローは514百万円の支出となりました。 

  

当社は、利益配分につきましては安定的な配当を継続するとともに、株主資本の充実や設備投資に備

えた内部留保を行いつつ、収益に対応した配当を行うことを基本方針としております。  

  この方針に基づき、平成19年３月期以降、１株につき14円の配当を行ってまいりましたが、当社グル

ープの当期の業績や今後の事業展開を総合的に勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、１株当

たり２円増配し16円とすることとし、平成22年６月25日開催予定の第67期定時株主総会に付議する予定

であります。  

  また、次期の配当予想につきましては、当期と同じ１株当たり16円を予定しております。 

受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

92,400百万円 92,900百万円 4,900百万円 5,100百万円 2,900百万円

（当期比 9.5％増） （当期比 4.8％増） （当期比 3.6％増） （当期比 1.8％増） （当期比 3.1％増）

(2) 財政状態に関する分析

(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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当社グループは、当社、子会社４社、関連会社３社で構成され、主として建設業に関連した事業を

展開しております。  

  当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（建設事業） 

 当社は、総合建設業を営んでおります。施工する工事の一部を連結子会社である東鉄創建株式会

社、東鉄メンテナンス工事株式会社、及び関連会社である株式会社ジェイテック、株式会社全溶に発

注しております。なお、関連当事者である東日本旅客鉄道株式会社は主要な得意先であります。 

（不動産事業） 

 当社は、主に商業ビル等の賃貸事業を営んでおります。 

（その他事業） 

 当社は、主に水処理施設の改良等の環境事業を営んでおります。また、連結子会社である東鉄機工

株式会社は保線機械の製作検査修繕等の事業を営んでおり、関連会社である株式会社日本線路技術は

鉄道関連コンサルタント事業を営んでおります。 

以上に述べた事項の概略図は次のとおりであります。 

  

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは『経営理念』及び『事業ビジョン』を次のとおり定めております。 

①経営理念 

 
②事業ビジョン 

 
  

平成22年度は、３ヵ年中期経営計画の２年目に当たりますが、当社グループにおきましては、『業務

運営の基本方針』と『経営管理の基本方針』に基づく諸施策を、引き続き粘り強く推進してまいりま

す。 

  主な方針につきましては、下記のとおりであります。 

  

中期経営計画（２００９．４～２０１２．３）の要旨 

① 基本テーマ 

 
  

② 業務運営の基本方針 

〔1〕「究極の安全と安心」の追求 

・「安全はすべてに優先する」経営を貫く。 

・安全レベルを抜本的に向上させ、お客様・従業員・地域社会の「究極の安全と安心」を徹底的に

追求する。 

〔2〕「技術と品質」へのこだわり 

・「技術力」「施工力」「品質管理」のたゆまざる維持・強化を通じ、安全・安心で、高付加価値

な、高い「品質」の技術・サービス・商品の提供に徹底的にこだわることにより、お客様の高い

「満足度」と「信頼」の確保を図る。 

〔3〕「現場力」の徹底的強化 

・現場で起こる様々な問題を発見し、自ら解決する能力の向上を図る。 

・本社・支店による、実効性のある現場支援体制を強化する。 

〔4〕「営業力」の抜本的強化 

・お客様のニーズに合った技術提案型・ソリューション型営業力を強化する。 

〔5〕「収益力」の継続的向上 

・「利益改善プロジェクト」の具体的実施事項の更なる深度化を図る。 

・「利益低下防止委員会」による原価管理体制を一層強化する。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

                        ～安全はすべてに優先する～
   当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、安全で快適
な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献いたします。

・鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、
・その高い専門技術力と、安定した受注の強みを活かし、 
・線路・土木・建築・環境各事業のバランスの取れた事業構造のもと、 
・専門プロ集団として、建設業界に独自の地歩を確立してまいります。

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

「誠実で、キラリと光る、ナンバーワン＆オンリーワン」
の東鉄工業を目指します。
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〔6〕「各事業戦略」の概要 

・量的拡大と質的充実のバランスのとれた成長を図り、景気変動や市場環境の激変にも柔軟に対応

し得るビジネスモデルを構築する。 

・線路・土木・建築のコア３事業部門においては、当社グループの得意分野とする業務を徹底的に

強化する。 

・お客様や社会の新しいニーズを先取りした業務の拡大を図り、常に未来に挑戦し続ける。 

・環境関連事業を拡大・強化し、第４の事業の柱に育成する。 

③ 経営管理の基本方針 

〔1〕「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

・当社グループの「経営理念」「事業ビジョン」「東鉄工業行動憲章」を揺るぎない羅針盤としつ

つ、「誠実なＣＳＲ経営」を推進し、株主・お客様・従業員・地域社会をはじめとするすべての

「ステークホルダー」から信頼され、支持され、社会や地球環境と共に「持続的に成長」するこ

とにより、「企業価値の向上」を目指す。 

・これを実現するために、当社グループの一人ひとりが、「誠実」に、かつ「強い社会的責任感」

を持った上で、専門技術・知識を徹底的に磨き、それぞれの役割・分野において真のプロフェッ

ショナルとなるよう切磋琢磨する。 

・コンプライアンス/コーポレートガバナンスの一層の向上に努める。 

〔2〕「人を大切にする経営」の推進 

・公平で公正な評価・処遇と、「やる気のでる」職場づくり。 

・人材育成の更なる充実を図る。 

・「毎日働くことにワクワクするような喜びと緊張感を感じ、従業員であることに心から誇りをも

てる企業風土」づくり。 

（3）「強靭で効率的な経営体質」の継続的強化 

・効率的業務管理体制を強化する。 

・リスク管理体制を強化する。  

・財務体質を継続的に強化する。  

・グループ連結経営を強化する。 

〔4〕「情報発信」の強化 

・適時適切、かつ積極的な情報開示など、広報・ＩＲ活動の継続的強化により、透明性の高い経営

を目指す。 

・企業イメージ・ブランド戦略の強化により企業認知度の向上を図る。 

④ 「環境」への取組み 

  『東鉄ＥＣＯ2(エコツー)プロジェクト』の推進 

・地球温暖化に対するＣＯ2排出量削減や、様々な環境保全についての対策など、「環境問題」への

取り組みが、一段と重要視されている中で、 

・当社グループの業務に起因するＣＯ2排出量削減や、その他環境保全問題に関する「守り」の対策

を更に強化し、社会と共生する「誠実なＣＳＲ経営」を一層強力に推進すると共に、  

・こうした世の中の動きを、当社グループの新しい環境関連ＥＣＯ(エコ)ビジネスの大きな成長機

会と捉え、当社グループの強みを活かした「攻め」の戦略により、環境事業を当社事業の第４の

柱として育成し、業容の拡大を図る。  
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数値目標 

 
  

なお、上記の中期経営計画の詳細につきましては、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）  

http://www.totetsu.co.jp  

（東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)）  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

  

(3) 目標とする経営指標

〈2012/3期の連結数値目標〉

 売上高 １，０１０ 億円以上

 売上総利益 １１０ 億円以上 を確保する

 経常利益率 ４．５ ％以上
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4.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 4,863,102 7,088,959

受取手形・完成工事未収入金等 34,074,345 34,994,527

未成工事支出金等 4,365,852 3,007,989

繰延税金資産 848,648 1,181,819

その他 1,537,378 2,825,318

貸倒引当金 △295,384 △446,210

流動資産合計 45,393,943 48,652,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,740,930 8,759,094

機械、運搬具及び工具器具備品 9,091,452 8,160,674

土地 1,468,363 1,468,128

リース資産 50,268 85,860

減価償却累計額 △11,221,689 △11,499,631

有形固定資産合計 8,129,326 6,974,126

無形固定資産 770,178 596,310

投資その他の資産   

投資有価証券 7,419,024 8,352,190

その他 2,410,662 2,372,791

貸倒引当金 △1,549,051 △1,886,603

投資その他の資産合計 8,280,635 8,838,377

固定資産合計 17,180,140 16,408,814

資産合計 62,574,083 65,061,219
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(単位：千円)

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 21,664,459 20,503,325

未払法人税等 1,414,267 1,568,875

未成工事受入金 1,078,828 679,573

完成工事補償引当金 78,100 67,500

賞与引当金 855,176 854,307

工事損失引当金 107,707 702,908

その他 4,362,498 4,260,720

流動負債合計 29,561,036 28,637,210

固定負債   

長期未払金 85,100 63,200

リース債務 161,517 546,331

長期預り敷金保証金 895,907 673,323

繰延税金負債 309,429 617,469

退職給付引当金 614,079 706,422

固定負債合計 2,066,033 2,606,746

負債合計 31,627,070 31,243,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,810,000 2,810,000

資本剰余金 2,350,369 2,350,369

利益剰余金 25,185,465 27,500,001

自己株式 △147,051 △149,042

株主資本合計 30,198,783 32,511,328

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 748,229 1,305,933

評価・換算差額等合計 748,229 1,305,933

純資産合計 30,947,013 33,817,261

負債純資産合計 62,574,083 65,061,219
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円)

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

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

売上高   

完成工事高 88,042,719 86,947,940

付帯事業売上高 1,508,636 1,696,812

売上高合計 89,551,355 88,644,752

売上原価   

完成工事原価 77,846,958 76,555,916

付帯事業売上原価 994,850 1,174,588

売上原価合計 78,841,808 77,730,504

売上総利益   

完成工事総利益 10,195,760 10,392,023

付帯事業総利益 513,785 522,223

売上総利益合計 10,709,546 10,914,247

販売費及び一般管理費 6,172,111 6,185,689

営業利益 4,537,434 4,728,558

営業外収益   

受取利息 10,621 784

受取配当金 163,944 156,274

持分法による投資利益 39,785 33,509

社宅料 69,550 73,551

その他 82,407 71,507

営業外収益合計 366,310 335,627

営業外費用   

支払利息 121,763 33,168

支払手数料 22,657 14,216

その他 7,310 5,830

営業外費用合計 151,731 53,215

経常利益 4,752,013 5,010,970

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 499

固定資産売却益 89,167 13,349

投資有価証券売却益 1,188 25

移転補償金 － 21,273

受取補償金 － 58,833

特別利益合計 90,356 93,980

特別損失   

貸倒引当金繰入額 312,233 －

固定資産売却損 3,720 6,135

固定資産除却損 86,662 42,040

投資有価証券評価損 121,776 －

その他 72,385 900

特別損失合計 596,777 49,075

税金等調整前当期純利益 4,245,592 5,055,875

法人税、住民税及び事業税 2,226,733 2,609,935

法人税等調整額 △91,623 △367,575

法人税等合計 2,135,109 2,242,359

当期純利益 2,110,482 2,813,515
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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 2,810,000 2,810,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

前期末残高 2,350,021 2,350,369

当期変動額   

自己株式の処分 348 －

当期変動額合計 348 －

当期末残高 2,350,369 2,350,369

利益剰余金   

前期末残高 23,574,030 25,185,465

当期変動額   

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 2,110,482 2,813,515

当期変動額合計 1,611,434 2,314,536

当期末残高 25,185,465 27,500,001

自己株式   

前期末残高 △143,889 △147,051

当期変動額   

自己株式の取得 △3,737 △1,991

自己株式の処分 576 －

当期変動額合計 △3,161 △1,991

当期末残高 △147,051 △149,042

株主資本合計   

前期末残高 28,590,162 30,198,783

当期変動額   

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 2,110,482 2,813,515

自己株式の取得 △3,737 △1,991

自己株式の処分 924 －

当期変動額合計 1,608,621 2,312,544

当期末残高 30,198,783 32,511,328
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(単位：千円)

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

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,628,278 748,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,880,048 557,703

当期変動額合計 △1,880,048 557,703

当期末残高 748,229 1,305,933

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10,198 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,198 －

当期変動額合計 △10,198 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,638,476 748,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,890,247 557,703

当期変動額合計 △1,890,247 557,703

当期末残高 748,229 1,305,933

純資産合計   

前期末残高 31,228,639 30,947,013

当期変動額   

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 2,110,482 2,813,515

自己株式の取得 △3,737 △1,991

自己株式の処分 924 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,890,247 557,703

当期変動額合計 △281,626 2,870,248

当期末残高 30,947,013 33,817,261
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,245,592 5,055,875

減価償却費 1,240,483 1,114,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） 937,686 488,378

長期未払金の増減額（△は減少） △4,500 △21,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,605 92,343

工事損失引当金の増減額（△は減少） △48,790 595,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △713 △869

受取利息及び受取配当金 △174,566 △157,058

支払利息 121,763 33,168

持分法による投資損益（△は益） △39,785 △33,509

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,214 34,826

投資有価証券売却損益（△は益） △860 △25

売上債権の増減額（△は増加） 3,960,955 △920,182

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 867,683 1,357,862

仕入債務の増減額（△は減少） △4,367,474 △1,004,884

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,224,826 △399,255

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,382,587 162,004

その他 1,702,992 △962,899

小計 8,621,047 5,433,681

利息及び配当金の受取額 181,496 161,134

利息の支払額 △118,318 △32,631

法人税等の支払額 △1,620,727 △2,457,726

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,063,497 3,104,457

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,431,532 △2,592,781

有形固定資産の売却による収入 2,990,113 2,296,362

無形固定資産の取得による支出 △39,634 △62,710

投資有価証券の取得による支出 △5,553 △1,947

投資有価証券の売却による収入 9,579 235

その他の支出 △547,690 －

その他の収入 1,550,771 －

その他 △17,513 △3,468

投資活動によるキャッシュ・フロー 508,538 △364,311

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） △2,590,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,130,000 －

リース債務の返済による支出 △5,200 △13,319

自己株式の取得による支出 △3,737 △1,991

自己株式の売却による収入 924 －

配当金の支払額 △499,048 △498,978

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,227,062 △514,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,344,974 2,225,856

現金及び現金同等物の期首残高 1,518,128 4,863,102

現金及び現金同等物の期末残高 4,863,102 7,088,959
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該当事項はありません。 

  

  

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ております。 

  

（会計処理方法の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準につきましては、従来、長期大型工事（工期１年超、請負金額

２億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

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

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当

連結会計年度から適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、完成工事高は 1,687,260千円増加し、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 124,594千円増加しております。 

  

なお、上記「①完成工事高及び完成工事原価の計上基準」以外は、 近の有価証券報告書（平成21年

6月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(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

会計処理基準に関する事項
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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）及び当連結会計年度（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、営業利益の合計、資産の合計に占める建設事業の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

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）及び当連結会計年度（自 平成21

年4月1日 至 平成22年3月31日） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

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

年4月1日 至 平成22年3月31日） 

海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

  

(注) 上記のとおり、セグメント情報に関する注記事項については、連結財務諸表規則に従い記載を省略しており

ますが、これとは別に、参考情報として、事業の種類別セグメント情報の売上高及び営業損益について、30ペ

ージ「6.その他」に記載しております。 

  

(7)連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

３ 海外売上高
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該当事項はありません。 

  

  

（開示の省略） 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リ

ース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、賃貸等不動産に関する

注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月  1日

至平成21年 3月31日 至平成22年 3月31日

１株当たり純資産額 868円30銭 948円93銭

１株当たり当期純利益 59円21銭 78円95銭

潜在株式調整後

 潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の金額について
は、潜在株式がないため記載
しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の金額について
は、潜在株式がないため記載
しておりません。

１株当たり当期純利益

   （注）１  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月  1日

至平成21年 3月31日 至平成22年 3月31日

 純資産の部の合計額（千円） 30,947,013 33,817,261

 純資産の部の合計額から － －
 控除する金額（千円）

普通株式に係る期末の純資産額
（千円）

30,947,013 33,817,261

１株当たり純資産額の算定に用
いられた期末の普通株式の数 35,641 35,637

（千株）

  ２  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月  1日

至平成21年 3月31日 至平成22年 3月31日

当期純利益（千円） 2,110,482 2,813,515

普通株式に帰属しない金額 － －
（千円）

普通株式に係る当期純利益 2,110,482 2,813,515
（千円）

普通株式の期中平均株式数 35,643 35,638
（千株）

(重要な後発事象)
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5.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：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 4,410,448 6,396,668

受取手形 2,965,031 2,350,706

完成工事未収入金 30,238,582 32,080,596

売掛金 244,923 72,792

リース投資資産 130,320 554,438

未成工事支出金 3,870,333 2,598,279

未成業務支出金 196,934 132,073

商品及び製品 76,742 78,670

材料貯蔵品 103,565 148,307

前払費用 101,653 160,213

繰延税金資産 826,647 1,157,924

未収入金 593,393 500,154

立替金 464,798 1,226,708

その他 285,165 419,956

貸倒引当金 △292,188 △443,512

流動資産合計 44,216,351 47,433,977
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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) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,520,799 8,524,919

減価償却累計額 △4,599,182 △4,819,715

建物（純額） 3,921,616 3,705,203

構築物 427,682 430,306

減価償却累計額 △328,668 △341,814

構築物（純額） 99,014 88,491

機械及び装置 745,792 659,021

減価償却累計額 △647,388 △584,169

機械及び装置（純額） 98,404 74,852

車両運搬具 6,665,037 5,841,095

減価償却累計額 △4,436,407 △4,535,593

車両運搬具（純額） 2,228,630 1,305,501

工具、器具及び備品 1,611,368 1,589,361

減価償却累計額 △1,248,780 △1,240,142

工具、器具及び備品（純額） 362,587 349,218

土地 1,481,400 1,481,164

リース資産 50,268 85,860

減価償却累計額 △5,200 △18,462

リース資産（純額） 45,067 67,397

有形固定資産合計 8,236,721 7,071,830

無形固定資産   

ソフトウエア 660,874 487,109

電話加入権 0 0

その他 106,867 106,500

無形固定資産計 767,743 593,610

投資その他の資産   

投資有価証券 6,897,358 7,798,872

関係会社株式 245,212 245,212

破産更生債権等 1,354,590 1,349,990

長期未収入金 688,912 649,365

その他 320,329 328,076

貸倒引当金 △1,549,046 △1,886,599

投資その他の資産合計 7,957,357 8,484,918

固定資産合計 16,961,822 16,150,359

資産合計 61,178,173 63,584,336
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,194,437 2,794,423

工事未払金 18,125,190 17,879,359

買掛金 131,847 77,834

リース債務 13,869 75,504

未払金 1,520,846 1,045,443

未払費用 536,227 566,089

未払法人税等 1,321,738 1,466,758

未払消費税等 882,179 1,029,450

未成工事受入金 1,071,728 677,073

預り金 1,996,152 1,928,251

完成工事補償引当金 78,100 67,500

賞与引当金 829,343 823,404

工事損失引当金 107,707 702,908

その他 127,240 61,292

流動負債合計 29,936,609 29,195,293

固定負債   

長期未払金 83,300 61,400

リース債務 161,517 546,331

長期預り敷金保証金 895,907 673,323

繰延税金負債 363,684 667,638

退職給付引当金 510,398 607,133

固定負債合計 2,014,808 2,555,826

負債合計 31,951,418 31,751,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

資本準備金 2,264,004 2,264,004

その他資本剰余金 86,365 86,365

資本剰余金合計 2,350,369 2,350,369

利益剰余金   

利益準備金 686,939 686,939

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 99,466 94,990

別途積立金 19,850,727 21,050,727

繰越利益剰余金 2,820,866 3,678,310

利益剰余金合計 23,457,999 25,510,967

自己株式 △146,852 △148,843

株主資本合計 28,471,517 30,522,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 755,238 1,310,722

評価・換算差額等合計 755,238 1,310,722

純資産合計 29,226,755 31,833,216

負債純資産合計 61,178,173 63,584,336
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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 86,406,004 85,131,173

付帯事業売上高 1,029,186 1,424,510

売上高合計 87,435,190 86,555,683

売上原価   

完成工事原価 76,832,950 75,376,408

付帯事業売上原価 605,176 962,667

売上原価合計 77,438,126 76,339,076

売上総利益   

完成工事総利益 9,573,054 9,754,765

付帯事業総利益 424,009 461,842

売上総利益合計 9,997,064 10,216,607

販売費及び一般管理費   

役員報酬 266,853 266,125

従業員給料手当 2,253,353 2,225,805

賞与引当金繰入額 255,761 255,249

退職給付費用 208,551 211,232

法定福利費 396,773 358,099

福利厚生費 161,998 141,846

修繕維持費 22,019 26,432

事務用品費 190,709 224,329

通信交通費 272,864 252,532

動力用水光熱費 39,480 33,488

調査研究費 58,784 41,701

広告宣伝費 22,907 43,246

貸倒引当金繰入額 618,191 520,558

交際費 57,506 52,988

寄付金 2,400 815

地代家賃 462,517 429,903

減価償却費 161,491 146,820

租税公課 152,015 151,643

保険料 32,154 25,523

雑費 237,123 482,699

販売費及び一般管理費合計 5,873,459 5,891,041

営業利益 4,123,604 4,325,566
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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 10,127 321

有価証券利息 30 －

受取配当金 170,936 160,350

社宅料 69,550 73,551

その他 87,511 73,562

営業外収益合計 338,157 307,786

営業外費用   

支払利息 124,259 35,730

支払手数料 22,657 14,216

その他 13,004 5,812

営業外費用合計 159,921 55,759

経常利益 4,301,841 4,577,593

特別利益   

固定資産売却益 89,167 13,349

投資有価証券売却益 1,188 25

移転補償金 － 21,273

受取補償金 － 58,833

特別利益合計 90,356 93,481

特別損失   

貸倒引当金繰入額 312,233 －

固定資産売却損 3,720 6,135

固定資産除却損 80,093 39,541

投資有価証券売却損 328 －

投資有価証券評価損 121,776 －

その他 72,056 900

特別損失合計 590,209 46,576

税引前当期純利益 3,801,988 4,624,498

法人税、住民税及び事業税 2,055,994 2,444,167

法人税等調整額 △94,459 △371,615

法人税等合計 1,961,534 2,072,552

当期純利益 1,840,454 2,551,946
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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 2,810,000 2,810,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,810,000 2,810,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,264,004 2,264,004

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,264,004 2,264,004

その他資本剰余金   

前期末残高 86,016 86,365

当期変動額   

自己株式の処分 348 －

当期変動額合計 348 －

当期末残高 86,365 86,365

資本剰余金合計   

前期末残高 2,350,021 2,350,369

当期変動額   

自己株式の処分 348 －

当期変動額合計 348 －

当期末残高 2,350,369 2,350,369

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 686,939 686,939

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 686,939 686,939

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 104,153 99,466

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △4,686 △4,475

当期変動額合計 △4,686 △4,475

当期末残高 99,466 94,990
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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 18,450,727 19,850,727

当期変動額   

別途積立金の積立 1,400,000 1,200,000

当期変動額合計 1,400,000 1,200,000

当期末残高 19,850,727 21,050,727

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,874,773 2,820,866

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 4,686 4,475

別途積立金の積立 △1,400,000 △1,200,000

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 1,840,454 2,551,946

当期変動額合計 △53,907 857,443

当期末残高 2,820,866 3,678,310

利益剰余金合計   

前期末残高 22,116,593 23,457,999

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 △499,048 △498,978

当期純利益 1,840,454 2,551,946

当期変動額合計 1,341,405 2,052,967

当期末残高 23,457,999 25,510,967

自己株式   

前期末残高 △143,690 △146,852

当期変動額   

自己株式の取得 △3,738 △1,991

自己株式の処分 576 －

当期変動額合計 △3,162 △1,991

当期末残高 △146,852 △148,843

株主資本合計   

前期末残高 27,132,924 28,471,517

当期変動額   

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 1,840,454 2,551,946

自己株式の取得 △3,738 △1,991

自己株式の処分 924 －

当期変動額合計 1,338,592 2,050,976

当期末残高 28,471,517 30,522,493
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,620,700 755,238

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,865,461 555,484

当期変動額合計 △1,865,461 555,484

当期末残高 755,238 1,310,722

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10,198 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,198 －

当期変動額合計 △10,198 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,630,898 755,238

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,875,660 555,484

当期変動額合計 △1,875,660 555,484

当期末残高 755,238 1,310,722

純資産合計   

前期末残高 29,763,823 29,226,755

当期変動額   

剰余金の配当 △499,048 △498,978

当期純利益 1,840,454 2,551,946

自己株式の取得 △3,738 △1,991

自己株式の処分 924 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,875,660 555,484

当期変動額合計 △537,068 2,606,461

当期末残高 29,226,755 31,833,216
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該当事項はありません。 

(4)継続企業の前提に関する注記
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6. その他

(1)売上高・受注高・繰越高の状況

  ①連結 連 結 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

完成工事高 百万円 百万円

土     木 61,492 69.8% 61,479 70.7%

建     築 26,550 30.2% 25,468 29.3%

計 88,042 100.0% 86,947 100.0%

官  公  庁 

6,309 7.2% 4,181 4.8%

 鉄 道 1,107 1.3% 鉄 道 456 0.5%

 一 般 5,201 5.9% 一 般 3,725 4.3%

民     間 

81,733 92.8% 82,766 95.2%

 鉄 道 64,832 73.6% 鉄 道 69,736 80.2%

 一 般 16,901 19.2% 一 般 13,029 15.0%

合     計 

88,042 100.0% 86,947 100.0%

 鉄 道 65,940 74.9% 鉄 道 70,193 80.7%

 一 般 22,102 25.1% 一 般 16,754 19.3%

付帯事業売上高 1,508 － 1,696 － 

売上高合計 89,551 － 88,644 － 

連 結 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

百万円 百万円

土     木 61,870 77.2% 59,768 70.8%

建     築 18,239 22.8% 24,640 29.2%

計 80,109 100.0% 84,409 100.0%

官  公  庁 

4,713 5.9% 6,789 8.0%

 鉄 道 1,360 1.7% 鉄 道 262 0.3%

 一 般 3,352 4.2% 一 般 6,527 7.7%

民     間 

75,396 94.1% 77,619 92.0%

 鉄 道 67,273 84.0% 鉄 道 67,658 80.2%

 一 般 8,123 10.1% 一 般 9,961 11.8%

合     計 

80,109 100.0% 84,409 100.0%

 鉄 道 68,633 85.7% 鉄 道 67,920 80.5%

 一 般 11,476 14.3% 一 般 16,488 19.5%

連 結 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

百万円 百万円

土     木 25,619 69.9% 23,908 70.1%

建     築 11,043 30.1% 10,214 29.9%

計 36,662 100.0% 34,123 100.0%

官  公  庁 

4,052 11.1% 6,659 19.6%

 鉄 道 1,307 3.6% 鉄 道 1,112 3.3%

 一 般 2,745 7.5% 一 般 5,547 16.3%

民     間 

32,610 88.9% 27,463 80.4%

 鉄 道 24,788 67.6% 鉄 道 22,710 66.5%

 一 般 7,821 21.3% 一 般 4,752 13.9%

合     計 

36,662 100.0% 34,123 100.0%

 鉄 道 26,095 71.2% 鉄 道 23,823 69.8%

 一 般 10,566 28.8% 一 般 10,300 30.2%
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  ②個別 個 別 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

完成工事高 百万円 百万円

土     木 61,299 70.9% 61,280 72.0%

建     築 25,106 29.1% 23,851 28.0%

計 86,406 100.0% 85,131 100.0%

官  公  庁 

6,309 7.3% 4,181 4.9%

 鉄 道 1,107 1.3% 鉄 道 456 0.5%

 一 般 5,201 6.0% 一 般 3,725 4.4%

民     間 

80,096 92.7% 80,949 95.1%

 鉄 道 64,832 75.0% 鉄 道 69,729 81.9%

 一 般 15,264 17.7% 一 般 11,219 13.2%

合     計 

86,406 100.0% 85,131 100.0%

 鉄 道 65,940 76.3% 鉄 道 70,186 82.4%

 一 般 20,465 23.7% 一 般 14,944 17.6%

付帯事業売上高 1,029 － 1,424 － 

売上高合計 87,435 － 86,555 － 

個 別 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

百万円 百万円

土     木 61,677 79.2% 59,569 71.9%

建     築 16,159 20.8% 23,239 28.1%

計 77,837 100.0% 82,809 100.0%

官  公  庁 

4,713 6.1% 6,789 8.2%

 鉄 道 1,360 1.8% 鉄 道 262 0.3%

 一 般 3,352 4.3% 一 般 6,527 7.9%

民     間 

73,124 93.9% 76,019 91.8%

 鉄 道 67,273 86.4% 鉄 道 67,652 81.7%

 一 般 5,851 7.5% 一 般 8,367 10.1%

合     計 

77,837 100.0% 82,809 100.0%

 鉄 道 68,633 88.2% 鉄 道 67,914 82.0%

 一 般 9,204 11.8% 一 般 14,894 18.0%

個 別 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満切捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

百万円 百万円

土     木 25,619 71.2% 23,908 71.0%

建     築 10,356 28.8% 9,744 29.0%

計 35,975 100.0% 33,653 100.0%

官  公  庁 

4,052 11.2% 6,659 19.8%

 鉄 道 1,307 3.6% 鉄 道 1,112 3.3%

 一 般 2,745 7.6% 一 般 5,547 16.5%

民     間 

31,923 88.8% 26,993 80.2%

 鉄 道 24,788 68.9% 鉄 道 22,710 67.5%

 一 般 7,134 19.9% 一 般 4,282 12.7%

合     計 

35,975 100.0% 33,653 100.0%

 鉄 道 26,095 72.5% 鉄 道 23,823 70.8%

 一 般 9,879 27.5% 一 般 9,829 29.2%
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
  

(2)セグメント情報

事業の種類別セグメント情報（参考）

（百万円未満切捨て）

建設事業 不動産事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

 ① 外部顧客に 
   対する売上高

88,042 601 907 89,551 ― 89,551

 ②セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 57 57 (57) ―

計 88,042 601 965 89,608 (57) 89,551

営業利益 5,420 302 43 5,765 (1,228) 4,537

（百万円未満切捨て）

建設事業 不動産事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

 ①外部顧客に 
   対する売上高

86,947 584 1,112 88,644 ― 88,644

 ②セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 93 93 (93) ―

計 86,947 584 1,205 88,738 (93) 88,644

営業利益 6,051 323 11 6,386 (1,658) 4,728
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