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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 27,809 △23.7 △550 ― △596 ― △665 ―
21年3月期 36,452 △8.3 95 △77.2 127 △66.1 202 △61.5

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 △8.57 ― △13.2 △2.9 △2.0
21年3月期 2.61 ― 3.9 0.5 0.3

（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 17,135 4,687 27.4 60.44
21年3月期 24,230 5,358 22.1 69.00

（参考） 自己資本   22年3月期  4,687百万円 21年3月期  5,352百万円

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 822 0 △2,009 3,552
21年3月期 △1,043 △17 799 4,739

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

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

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

9,800 7.2 △520 ― △540 ― △550 ― △7.09

通期 28,250 1.6 △370 ― △390 ― △410 ― △5.28

－1－－1－



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、13 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 会計処理の変更」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、15 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 77,606,166株 21年3月期 77,606,166株
② 期末自己株式数 22年3月期  40,550株 21年3月期  35,331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 23,594 △26.8 △695 ― △677 ― △733 ―
21年3月期 32,221 △6.0 △73 ― 12 △96.4 97 △80.9

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 △9.45 ―
21年3月期 1.25 ―

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 15,857 4,192 26.4 54.05
21年3月期 22,498 4,925 21.9 63.49

（参考） 自己資本 22年3月期  4,192百万円 21年3月期  4,925百万円

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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

8,800 19.0 △530 ― △510 ― △520 ― △6.70

通期 24,420 3.5 △380 ― △370 ― △390 ― △5.03

－2－－2－



当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響により企業収益の低迷が続くなか、

政府による経済対策の効果などから景気の持ち直しの兆しが見られたものの、厳しい雇用・所得環境や

民間設備投資の大幅な減少など、景気は依然として厳しい状況で推移しました。 

建設業界におきましては、引き続く公共投資の縮減や民間設備投資の抑制などにより、市場規模の縮

小傾向に歯止めがかからない状況のなか、受注価格競争が更に激化するなど、依然として厳しい受注環

境となりました。 

当社グループはこのような状況下、中期経営計画に掲げた諸施策に取組み、鋭意業績の回復に努めて

参りましたが、現状を打開するには至らず以下の結果となりました。 

当連結会計年度の業績は受注高206億8百万円（前期比30.0％減)、売上高は278億9百万円（前期比

23.7％減)、営業損失は5億5千万円、経常損失は5億9千6百万円、当期純損失は6億6千5百万円、繰越高

は134億3千万円（前期比34.9％減）となりました。 

当社の業績につきましては、受注高は土木工事74億2千8百万円（前期比23.8％減)、建築工事103億4

千2百万円（前期比32.8％減)、合計177億7千万円（前期比29.3％減）となりました。また、受注高の工

事別比率は、土木工事41.8％、建築工事58.2％であり、発注者別比率では、官公庁工事56.2％、民間工

事43.8％であります。 

売上高は、土木工事108億3千5百万円（前期比1.5％増)、建築工事127億5千8百万円（前期比40.8％

減)、合計235億9千4百万円（前期比26.8％減) となりました。また、売上高の工事別比率は、土木工事

45.9％、建築工事54.1％であり、発注者別比率では、官公庁工事54.1％、民間工事45.9％であります。

繰越高は、土木工事56億8千5百万円（前期比37.5％減)、建築工事72億1千3百万円（前期比25.1％

減)、合計128億9千9百万円（前期比31.1％減）となりました。また、繰越高の工事別比率は、土木工事

44.1％、建築工事55.9％であり、発注者別比率では、官公庁工事63.7％、民間工事36.3％であります。

営業損益につきましては、工事原価の圧縮や一般管理費の削減努力を行ったものの、引き続く受注価

格競争による工事採算の悪化等により、6億9千5百万円の営業損失となり、当期純損益につきましても7

億3千3百万円の当期純損失となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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次期の見通しにつきましては、海外経済の改善により輸出や生産は増加基調が続くと予想されます

が、デフレの長期化や雇用情勢の悪化などが懸念されることから、景気の回復は弱含みで推移するもの

と予測されます。 

建設業界におきましては、公共投資の縮減や民間設備投資意欲の減退による抑制継続など、縮小する

市場での受注競争は一層激化し、今後も厳しい受注環境が続くものと予測されます。 

当社グループは、直面する厳しい事業環境を乗り切り、安定した利益が確保できる企業体質を再構築

し、技術と品質の強化を推進するとともに顧客の更なる信頼と満足に応える企業を目指してまいりま

す。 

なお、連結・個別の業績予想につきましては、下記のとおり予想しております。 

  

 

 
（注）１株当たり当期（四半期）純利益については、平成22年3月31日現在の発行済株式数（77,606,166株）にて算出

している。 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

（次期の見通し）

[連結業績予想]                              （単位：百万円）

通  期 第2四半期連結累計期間

23/3期 22/3月期
増減率
（％）

23/3第2四半期
連結累計期間

22/3第2四半期 
連結累計期間

増減率
（％）

売上高 28,250 27,809 1.6 9,800 9,141 7.2

営業利益 △370 △550 ─ △520 △349 ─

経常利益 △390 △596 ─ △540 △370 ─

当期（四半期）純利益 △410 △665 ─ △550 △366 ─

1株当たり当期 
（四半期）純利益（円）

△5.28 △8.57 ─ △7.09 △4.72 ─

受注高 28,850 20,608 40.0 13,100 10,222 28.2

[個別業績予想]                              （単位：百万円）

通  期 第2四半期累計期間

23/3期 22/3月期
増減率
（％）

23/3第2四半期
累計期間

22/3第2四半期 
累計期間

増減率
（％）

売上高 24,420 23,594 3.5 8,800 7,392 19.0

営業利益 △380 △695 ─ △530 △388 ─

経常利益 △370 △677 ─ △510 △354 ─

当期（四半期）純利益 △390 △733 ─ △520 △354 ─

1株当たり当期 
（四半期）純利益（円）

△5.03 △9.45 ─ △6.70 △4.57 ─

受注高 25,000 17,770 40.7 12,000 8,929 34.4
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当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ11億8千6百万

円減少し35億5千2百万円（前期比25.0％減）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりです。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動の結果得られた資金は8億2千2百万円となりました。 

収入の主な内訳は、売上債権の減少50億5千5百万円及び未成工事支出金の減少9億6百万円であり、支出

の主な内訳は、税金等調整前当期純損失6億2千8百万円、仕入債務の減少23億1千1百万円及び未成工事

受入金の減少22億2千4百万円であります。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

投資活動の結果得られた資金は0百万円となりました。 

収入の主な内訳は、定期預金の減少等3千4百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得3千3

百万円であります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

財務活動の結果使用した資金は20億9百万円となりました。 

これは、主に借入金の返済によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ欄の―表示については、営業キ 

ャッシュ・フローがマイナスのため、計数を記載していない。 

  

  

利益配分につきましては、経営環境の変化に十分対処し得る財務体質を内部留保により図りながら、

株主の皆様に対し安定配当を行うと共に、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としておりま

す。 

 しかしながら、当期の配当につきましては厳しい経営環境を勘案して引続き無配とさせていただきま

す。また、次期の配当につきましても無配とさせていただく予定です。 

  

該当事項はありません。  

  

(2) 財政状態に関する分析

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

自己資本比率 17.2 19.0 20.1 22.1 27.4

時価ベースの自己資本比率 59.4 33.4 16.9 10.9 16.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

17.8 0.6 ─ ─ 2.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

4.2 86.4 ─ ─ 17.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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最近の有価証券報告書（平成21年6月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

当社グループは、 

◇ 建設事業に特化し、豊かな地域社会の実現に貢献する。 

◇ 公明公正を旨として経営する。 

◇ 企業改革を持続的に実行する。 

を経営理念とし、建設事業を通じて企業価値の向上を図ると共に、安全性に配慮して、技術と創意工夫

をもって顧客ニーズに応え、地域の基幹産業としての役割を果たしてまいります。 

  

当社グループは直面する厳しい事業環境を乗り切るべく、事業規模、受注・購買・施工の各プロセス

の見直しを織り込んだ「中期経営計画（2010～2012）」（平成22年3月23日公表）を策定いたしまし

た。今後、計画の確実な遂行に最大限の努力を継続してまいりますとともに、技術と品質の強化を推進

し、顧客の更なる信頼と満足に応える企業を目指してまいります。 

  

＊過年度の決算短信等の開示資料は次の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.satakensetsu.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 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題等
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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 4,839 3,632

受取手形 643 101

完成工事未収入金 11,100 6,587

未成工事支出金 1,877 970

材料貯蔵品 98 102

未収入金 597 350

未収消費税等 － 439

その他 46 26

貸倒引当金 △29 △19

流動資産合計 19,174 12,191

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 4,099 4,098

減価償却累計額 △2,459 △2,537

建物・構築物（純額） 1,639 1,560

機械・運搬具 386 382

減価償却累計額 △281 △301

機械・運搬具（純額） 105 80

工具器具・備品 290 302

減価償却累計額 △222 △240

工具器具・備品（純額） 67 62

土地 2,847 2,847

その他 17 39

減価償却累計額 △0 △5

その他（純額） 17 33

有形固定資産計 4,677 4,585

無形固定資産

ソフトウエア 13 12

電話加入権 31 31

無形固定資産計 44 43

投資その他の資産

投資有価証券 262 249

破産更生債権等 6,675 6,650

その他 71 66

貸倒引当金 △6,675 △6,650

投資その他の資産計 334 315

固定資産合計 5,056 4,944

資産合計 24,230 17,135
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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 3,281 1,599

工事未払金 3,986 3,275

短期借入金 3,700 1,857

未払金 275 357

未成工事受入金 3,062 837

未払消費税等 686 －

完成工事補償引当金 2 3

賞与引当金 30 68

工事損失引当金 219 226

債務保証損失引当金 155 149

事業構造改善引当金 － 30

その他 116 120

流動負債合計 15,517 8,526

固定負債

長期借入金 400 240

繰延税金負債 48 48

再評価に係る繰延税金負債 588 588

退職給付引当金 2,300 3,009

その他 16 34

固定負債合計 3,354 3,921

負債合計 18,871 12,447

純資産の部

株主資本

資本金 1,886 1,886

資本剰余金 2,048 2,048

利益剰余金 604 △60

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,535 3,870

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 0

土地再評価差額金 817 817

評価・換算差額等合計 817 817

少数株主持分 5 －

純資産合計 5,358 4,687

負債純資産合計 24,230 17,135
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高

完成工事高 36,452 27,809

売上原価

完成工事原価 34,675 26,766

売上総利益

完成工事総利益 1,776 1,043

販売費及び一般管理費 1,680 1,593

営業利益又は営業損失（△） 95 △550

営業外収益

受取利息配当金 77 3

還付加算金 10 －

その他 9 12

営業外収益合計 97 15

営業外費用

支払利息 48 48

支払手数料 7 7

手形売却損 2 6

その他 6 0

営業外費用合計 65 62

経常利益又は経常損失（△） 127 △596

特別利益

固定資産売却益 2 2

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 22 28

債務保証損失引当金戻入額 85 2

特別利益合計 110 33

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 0 1

減損損失 4 －

和解金 － 33

事業構造改善引当金繰入額 － 30

特別損失合計 5 65

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

231 △628

法人税、住民税及び事業税 30 37

法人税等合計 30 37

少数株主損失（△） △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 202 △665
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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 1,886 1,886

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,886 1,886

資本剰余金

前期末残高 2,048 2,048

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,048 2,048

利益剰余金

前期末残高 402 604

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 202 △665

当期変動額合計 202 △665

当期末残高 604 △60

自己株式

前期末残高 △2 △3

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △3

株主資本合計

前期末残高 4,333 4,535

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 202 △665

当期変動額合計 201 △665

当期末残高 4,535 3,870
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △0 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 0

土地再評価差額金

前期末残高 817 817

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 817 817

評価・換算差額等合計

前期末残高 817 817

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 817 817

少数株主持分

前期末残高 6 5

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △5

当期変動額合計 △0 △5

当期末残高 5 －

純資産合計

前期末残高 5,157 5,358

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 202 △665

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △5

当期変動額合計 201 △670

当期末残高 5,358 4,687
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

231 △628

減価償却費 157 153

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,999 △35

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △234 37

工事損失引当金の増減額（△は減少） 213 7

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △169 △6

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △209 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 301 708

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,210 25

受取利息及び受取配当金 △77 △3

支払利息 48 48

売上債権の増減額（△は増加） 673 5,055

未成工事支出金の増減額（△は増加） △125 906

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 △3

仕入債務の増減額（△は減少） △3,014 △2,311

未成工事受入金の増減額（△は減少） 25 △2,224

その他 920 △858

小計 △1,044 902

利息及び配当金の受取額 77 3

利息の支払額 △57 △46

法人税等の支払額 △19 △37

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,043 822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 5 20

有形固定資産の取得による支出 △33 △33

有形固定資産の売却による収入 4 2

その他 6 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △17 0

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） 960 △1,843

長期借入金の返済による支出 △160 △160

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △0 －

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 799 △2,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262 △1,186

現金及び現金同等物の期首残高 5,001 4,739

現金及び現金同等物の期末残高 4,739 3,552
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 連 結 注 記 表  

 

[継続企業の前提に関する注記] 

該当事項はない。 

 

[連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項に関する注記] 

最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いる。 

 

[会計処理の変更] 

「退職給付に係る会計基準の変更」 

当連結会計年度から「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）を適用している。なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響はない。 

「完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更」 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年超、かつ請負金額３億円以上）につい
ては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、「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いる。 
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度に係る完成工事高は3,013百万円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ44百万円減少している。 

 

[連結貸借対照表関係] 

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務 

①担保に供している資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

 建 物 1,475百万円 1,409百万円 

 土 地 2,693百万円 2,693百万円 

 合 計 4,168百万円 4,103百万円 

②担保に係る債務 短期借入金 2,540百万円 697百万円 

 

（2）有形固定資産の減価償却累計額  前連結会計年度 当連結会計年度 

 2,963百万円 3,085百万円 

 

（3）保証債務 

下記の保証先の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っている。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 医療法人北関東循環器病院、市川 秀一 178百万円 169百万円 

 

（4）土地の再評価  

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条）に基づき、事業用の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いる。 

①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「地価税法第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表し

た方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出している。 

佐田建設㈱（1826）平成22年3月期決算短信

－13－



 

②再評価を行った年月日 平成12年3月31日  

前連結会計年度 当連結会計年度 ③再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳

簿価額との差額 △682百万円 △749百万円 

   

（5）受取手形割引高 前連結会計年度 当連結会計年度 

  223百万円 172百万円 

   

（6）受取手形裏書譲渡高 前連結会計年度 当連結会計年度 

  23百万円 7百万円 

 

 

 [連結損益計算書関係] 

（1）工事進行基準による完成工事高  前連結会計年度 当連結会計年度 

  14,305百万円 6,924百万円 

 

（2）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 前連結会計年度 当連結会計年度 

 従業員給与手当 687百万円 621百万円 

 退職給付費用 125百万円 216百万円 

 減価償却費 103百万円 107百万円 

 

 

[連結株主資本等変動計算書関係] 

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） 

（1）発行済株式に関する事項 

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） 77,606,166 ― ― 77,606,166 

（2）自己株式に関する事項 

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） 23,705 11,626 ― 35,331 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、単元未満株式の買取による増加11,626株である。 

 

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 

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） 77,606,166 ― ― 77,606,166 

（2）自己株式に関する事項 

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） 35,331 5,219 ― 40,550 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、単元未満株式の買取による増加5,219株である。 
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[連結キャッシュ・フロー計算書関係] 

（1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 現金預金勘定 4,839百万円 3,632百万円 

 預入期間が 3ヶ月を超える定期預金 △100百万円 △80百万円 

 現金及び現金同等物 4,739百万円 3,552百万円 

 

[セグメント情報] 

当社及び連結子会社の事業は、建設事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、開示対象となるセグメントは

ないため、記載していない。 

 

 [１株当たり情報] 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 １株当たり純資産額 69円00銭 60円44銭

 １株当たり当期純利益 2円61銭 △8円57銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円 ―円

（注）1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

（注）2.算定上の基礎 

１株当たり純資産額 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額   5,358百万円 4,687百万円

普通株式に係る純資産額 5,352百万円 4,687百万円

差額の主な内訳 （少数株主持分） 5百万円 ―百万円

普通株式の発行済株式数 77,606千株 77,606千株

普通株式の自己株式数 35千株 40千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 77,570千株 77,565千株

 １株当たり当期純利益 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益 202百万円 △665百万円

普通株式に係る当期純利益 202百万円 △665百万円

普通株式に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 77,576千株 77,569千株

 

[重要な後発事象] 

該当事項はない。 

 

[開示の省略] 

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略している。 
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,825 2,676

受取手形 374 43

完成工事未収入金 10,745 6,002

未成工事支出金 1,538 965

材料貯蔵品 16 17

前払費用 18 14

未収入金 352 346

未収消費税等 － 447

その他 184 9

貸倒引当金 △11 △6

流動資産合計 17,043 10,518

固定資産

有形固定資産

建物 3,833 3,833

減価償却累計額 △2,279 △2,346

建物（純額） 1,554 1,486

構築物 161 161

減価償却累計額 △109 △117

構築物（純額） 52 43

機械及び装置 220 221

減価償却累計額 △136 △163

機械及び装置（純額） 84 57

車両運搬具 106 99

減価償却累計額 △100 △89

車両運搬具（純額） 5 9

工具器具・備品 214 214

減価償却累計額 △167 △171

工具器具・備品（純額） 46 43

土地 2,693 2,693

その他 － 6

減価償却累計額 － △0

その他（純額） － 5

有形固定資産計 4,437 4,339

無形固定資産

ソフトウエア 13 12

電話加入権 29 29

無形固定資産計 42 41
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 260 247

関係会社株式 655 657

破産債権、更生債権等 6,631 6,620

長期前払費用 14 12

その他 43 40

貸倒引当金 △6,631 △6,620

投資その他の資産計 975 957

固定資産合計 5,455 5,339

資産合計 22,498 15,857

負債の部

流動負債

支払手形 3,014 1,560

工事未払金 3,436 2,829

短期借入金 3,700 1,857

未払金 207 284

未払費用 51 48

未払法人税等 13 23

未成工事受入金 2,865 826

未払消費税等 673 －

預り金 6 9

完成工事補償引当金 2 2

賞与引当金 － 41

工事損失引当金 219 226

債務保証損失引当金 155 149

事業構造改善引当金 － 30

その他 9 7

流動負債合計 14,355 7,898

固定負債

長期借入金 400 240

再評価に係る繰延税金負債 588 588

退職給付引当金 2,229 2,932

その他 － 5

固定負債合計 3,218 3,766

負債合計 17,573 11,664
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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 1,886 1,886

資本剰余金

資本準備金 1,940 1,940

その他資本剰余金 65 65

資本剰余金合計 2,005 2,005

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 219 △513

利益剰余金合計 219 △513

自己株式 △3 △3

株主資本合計 4,108 3,374

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 0

土地再評価差額金 817 817

評価・換算差額等合計 817 817

純資産合計 4,925 4,192

負債純資産合計 22,498 15,857
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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 32,221 23,594

売上原価

完成工事原価 31,000 23,062

売上総利益

完成工事総利益 1,220 531

販売費及び一般管理費

役員報酬 64 40

従業員給料手当 505 448

退職給付費用 119 206

法定福利費 45 47

福利厚生費 33 32

修繕維持費 14 12

事務用品費 30 26

通信交通費 49 41

動力用水光熱費 52 41

広告宣伝費 1 0

貸倒引当金繰入額 － 1

交際費 4 3

寄付金 0 0

地代家賃 52 39

減価償却費 85 83

租税公課 47 53

保険料 7 12

雑費 179 132

販売費及び一般管理費合計 1,294 1,227

営業損失（△） △73 △695

営業外収益

受取利息 7 1

受取配当金 104 47

不動産賃貸料 22 22

雑収入 17 8

営業外収益合計 151 79

営業外費用

支払利息 48 46

手形売却損 2 6

支払手数料 7 7

雑支出 6 0

営業外費用合計 65 61

経常利益又は経常損失（△） 12 △677
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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)

特別利益

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 19 17

債務保証損失引当金戻入額 85 2

特別利益合計 104 20

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 0 1

減損損失 4 －

和解金 － 33

事業構造改善引当金繰入額 － 30

特別損失合計 5 64

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 112 △721

法人税、住民税及び事業税 15 11

法人税等合計 15 11

当期純利益又は当期純損失（△） 97 △733
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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 1,886 1,886

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,886 1,886

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,940 1,940

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,940 1,940

その他資本剰余金

前期末残高 65 65

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 65 65

資本剰余金合計

前期末残高 2,005 2,005

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,005 2,005

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 122 219

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 97 △733

当期変動額合計 97 △733

当期末残高 219 △513

利益剰余金合計

前期末残高 122 219

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 97 △733

当期変動額合計 97 △733

当期末残高 219 △513

自己株式

前期末残高 △2 △3

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △3
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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 4,011 4,108

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 97 △733

当期変動額合計 96 △733

当期末残高 4,108 3,374

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △0 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 0

土地再評価差額金

前期末残高 817 817

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ －

当期変動額合計 － －

当期末残高 817 817

評価・換算差額等合計

前期末残高 817 817

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 817 817

純資産合計

前期末残高 4,828 4,925

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 97 △733

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 96 △732

当期末残高 4,925 4,192

佐田建設㈱（1826）平成22年3月期決算短信

－22－



   

 個 別 注 記 表  

 

[継続企業の前提に関する注記] 

該当事項はない。 

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 

最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いる。 

 

[会計処理の変更] 

「退職給付に係る会計基準の変更」 

当事業年度から「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）

を適用している。なお、これによる当事業年度の損益に与える影響はない。 

 

「完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更」 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年超、かつ請負金額３億円以上）につ
いては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、「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)を当事業年度から適用し、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いる。 
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度に係る完成工事高は 2,736 百万円増加し、営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ31百万円減少している。 
 
 

[貸借対照表関係] 

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務 

①担保に供している資産 前事業年度 当事業年度 

 建 物 1,475百万円 1,409百万円 

 土 地 2,693百万円 2,693百万円 

 合 計 4,168百万円 4,103百万円 

②担保に係る債務 短期借入金 2,540百万円 697百万円 

 

（2）有形固定資産の減価償却累計額  前事業年度 当事業年度 

  2,792百万円 2,889百万円 

 

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 前事業年度 当事業年度 

 短期金銭債権 258百万円 42百万円 

 短期金銭債務 174百万円 111百万円 

 

（4）保証債務 

下記の保証先の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っている。 

  前事業年度 当事業年度 

 医療法人北関東循環器病院、市川 秀一 178百万円 169百万円 
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（5）土地の再評価  

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条）に基づき、事業用の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いる。 

①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「地価税法第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表し

た方法により算出した価額」に合理的な調整を行って算出している。 

②再評価を行った年月日 平成12年3月31日  

前事業年度 当事業年度 ③再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳

簿価額との差額 △682百万円 △749百万円 

   

（6）受取手形割引高 前事業年度 当事業年度 

  223百万円 172百万円 

 

 

 [損益計算書関係] 

（1）工事進行基準による完成工事高  前事業年度 当事業年度 

  14,209百万円 6,647百万円 

 

（2）関係会社との取引高 前事業年度 当事業年度 

①営業取引による取引高 売上高 717百万円 150百万円 

 仕入高 843百万円 715百万円 

②営業取引以外の取引による取引高  57百万円 67百万円 

 

 

[株主資本等変動計算書関係] 

前事業年度（自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日） 

（1）自己株式に関する事項 

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） 23,705 11,626 ― 35,331 

（変動事由の概要） 増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加11,626株である。 

 

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 

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） 35,331 5,219 ― 40,550 

（変動事由の概要） 増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加5,219株である。 
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[１株当たり情報] 

 前事業年度 当事業年度 

 １株当たり純資産額 63円49銭 54円05銭

 １株当たり当期純利益 1円25銭 △9円45銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円 ―円

（注）1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

（注）2.算定上の基礎 

 

１株当たり純資産額 

 前事業年度 当事業年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額   4,925百万円 4,192百万円

普通株式に係る純資産額 4,925百万円 4,192百万円

差額の主な内訳 ―百万円 ―百万円

普通株式の発行済株式数 77,606千株 77,606千株

普通株式の自己株式数 35千株 40千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 77,570千株 77,565千株

 

１株当たり当期純利益 

 前事業年度 当事業年度 

損益計算書上の当期純利益 97百万円 △733百万円

普通株式に係る当期純利益 97百万円 △733百万円

普通株式に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 77,576千株 77,569千株

 

 

[開示の省略] 

リース取引、税効果会計、有価証券に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略している。 
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29,431 20,608 △ 8,823 △ 30.0

36,452 27,809 △ 8,642 △ 23.7

20,631 13,430 △ 7,201 △ 34.9

構 成 比

　　　　　　％

38.8

61.2

100.0

　

10,671 10,835 164 1.5

21,550 12,758 △ 8,791 △ 40.8

32,221 23,594 △ 8,626 △ 26.8

構 成 比

　　　　　　％

48.6

51.4

100.0

受 注 高

自 平成24年4月 1日
至 平成21年3月31日 至 平成22年3月31日

金 額 金 額

自 平成20年4月 1日

百万円

9,753

15,386

％

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

金 額

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

百万円

当事業年度

完 成 高

項 目

受
注
高

項 目

増 減 金 額 対 前 期 比

百万円

建
設
事
業

繰 越 高

百万円

項 目

前連結会計年度 当連結会計年度

％

当事業年度

金 額 構 成 比

対 前 期 比

58.2

100.0

増 減 金 額

10,342

17,770

　　　　　　百万円

前事業年度

金 額
百万円

構 成 比金 額

　　　　　　百万円 　　　　　　％

100.0

5,685

7,213

12,899

44.19,092

項 目

合 計

9,630

18,722

金 額

繰
越
高

　　　　　　　百万円

土 木 工 事

建 築 工 事

合 計

当事業年度前事業年度

41.8

　　　　　　　百万円

土 木 工 事

7,428土 木 工 事

建 築 工 事

百万円

25,139

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

　　　　　　％

金 額

建 築 工 事 55.9

連結受注高・完成高・繰越高

（平成21年3月31日現在） （平成22年3月31日現在）

完
成
高

合 計

個別部門別受注高・完成高・繰越高

前事業年度
自　平成20年4月 1日
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金 額 金 額

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

官 公 庁 8,127 83.3 6,175 83.1 △ 1,952 △ 24.0

土 木 民 間 1,625 16.7 1,253 16.9 △ 372 △ 22.9

計 9,753 100.0 38.8 7,428 100.0 41.8 △ 2,324 △ 23.8

官 公 庁 3,802 24.7 3,809 36.8 7 0.2

建 築 民 間 11,584 75.3 6,532 63.2 △ 5,051 △ 43.6

計 15,386 100.0 61.2 10,342 100.0 58.2 △ 5,044 △ 32.8

官 公 庁 11,929 47.5 9,984 56.2 △ 1,944 △ 16.3

計 民 間 13,209 52.5 7,785 43.8 △ 5,424 △ 41.1

計 25,139 100.0 100.0 17,770 100.0 100.0 △ 7,368 △ 29.3

官 公 庁 8,823 82.7 8,774 81.0 △ 49 △ 0.6

土 木 民 間 1,847 17.3 2,061 19.0 213 11.6

計 10,671 100.0 33.1 10,835 100.0 45.9 164 1.5

官 公 庁 8,948 41.5 3,990 31.3 △ 4,957 △ 55.4

建 築 民 間 12,601 58.5 8,768 68.7 △ 3,833 △ 30.4

計 21,550 100.0 66.9 12,758 100.0 54.1 △ 8,791 △ 40.8

官 公 庁 17,771 55.2 12,764 54.1 △ 5,006 △ 28.2

計 民 間 14,449 44.8 10,829 45.9 △ 3,619 △ 25.1

計 32,221 100.0 100.0 23,594 100.0 100.0 △ 8,626 △ 26.8

官 公 庁 8,233 90.6 5,633 99.1 △ 2,599 △ 31.6

土 木 民 間 859 9.4 51 0.9 △ 807 △ 94.0

計 9,092 100.0 48.6 5,685 100.0 44.1 △ 3,406 △ 37.5

官 公 庁 2,757 28.6 2,576 35.7 △ 180 △ 6.6

建 築 民 間 6,873 71.4 4,637 64.3 △ 2,235 △ 32.5

計 9,630 100.0 51.4 7,213 100.0 55.9 △ 2,416 △ 25.1

官 公 庁 10,990 58.7 8,210 63.7 △ 2,779 △ 25.3

計 民 間 7,732 41.3 4,688 36.3 △ 3,043 △ 39.4

計 18,722 100.0 100.0 12,899 100.0 100.0 △ 5,823 △ 31.1

個別　受注・完成・繰越工事高の状況

項 目

前事業年度

構 成 比

当事業年度

構 成 比

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

増 減 金 額 対 前 期 比

繰
越
工
事
高

受
注
工
事
高

完
成
工
事
高
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【役　員　の　異　動】

　　該当事項はない。

【ご参考】

平成22年6月29日開催予定の定時株主総会日以降の体制

（取締役）

役　名　・　職　名

代表取締役社長 荒木　　徹

取締役　建築本部長 水出　　潔

取締役　土木本部長 大沢　　智

取締役　営業本部長 黒岩　典之

取締役　本店長 多田　満之

取締役　東京支店長 楯　　　登

取締役　栃木支店長 山本　次男

取締役（社外） 石田　弘義

取締役（社外） 林　　　章

（監査役）

役　名　・　職　名

監査役（常勤） 神山　　明

監査役 関口　卓男

監査役（社外） 丸山　和貴

監査役（社外） 櫻井　則彦

（執行役員）

役　名　・　職　名

常務執行役員　管理本部長 田島　順一

常務執行役員　リニューアル本部長
兼建築本部統括部長

富澤　　眞

執行役員　土木本部技術部長 皆川　隆志

執行役員　さいたま支店長 菱沼　　淳

執行役員　建築本部首都圏建築部長 柳下　憲司

執行役員　建築本部技術部長 真下　孝一

氏　名

氏　名

氏　名
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