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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

当社は、平成21年４月１日付で連結子会社である株式会社テクマを吸収合併し、非連結会社となっております。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

平成21年３月期は連結キャッシュフロー計算書を作成しているため記載しておりません。 
 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 7,764 △16.6 55 △58.2 61 △46.8 42 ―

21年3月期 9,311 0.7 133 △58.6 115 △60.7 △80 ―

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 9.61 ― 1.5 0.9 0.7
21年3月期 △19.26 ― △2.9 1.6 1.4

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 6,415 2,759 43.0 627.62
21年3月期 7,114 2,734 38.4 621.60

（参考） 自己資本   22年3月期  2,759百万円 21年3月期  2,734百万円

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 388 △15 △394 238
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 17 ― 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 17 41.6 0.6

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 29.3

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,100 △4.8 △200 △6.6 △200 △7.1 △205 △6.4 △46.64

通期 7,200 △7.3 80 43.8 80 29.9 60 42.0 13.65



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、36ページ「重要な会計方針」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定となる株式数については、49ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 4,505,757株 21年3月期 4,505,757株

② 期末自己株式数 22年3月期  108,192株 21年3月期  106,740株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる
場合があります。 



(1) 経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、中国をはじめアジア地域を中心とした海外経済の改善を背景に生産や輸出が

上向き、景気回復の兆しが見られるものの、雇用不安、デフレ、円高・株価の低迷等を背景に個人消費、企業の設

備投資などが低迷し、全般的に厳しい状況で推移しました。 

 建設業界におきましては、減税対策など需要拡大政策はあったものの、景気低迷の影響や企業収益の悪化による

民間投資の減少、公共投資も昨年９月以降見直しが行われたことなどから、工事量の減少が続き、受注競争がさら

に熾烈さを増すなど、極めて厳しい環境の中で推移しました。 

 こうした市場構造や競争環境の激変に対応すべく、当社は「一丸となって不況を乗り切る！」との年度方針に基

づき、技術力、施工力を結集し高品質の商品提供や、業務効率化を目指し多能工の育成などに取り組みました。ま

た、良質な工事案件の受注確保に向けて、期中に営業本部担当者の増員で営業体制を強化するなど、新規顧客開拓

に邁進してきました。さらに、工事原価管理の一層の強化と販管費の削減を推し進めてまいりました。 

 これらの結果、当事業年度の受注高は、77億72百万円（前期比18.3％減）となり、売上高は、77億64百万円（前

期比16.6％減）となりました。利益面におきましては、熾烈な受注競争も圧迫要因となりましたが、売上高の減少

も大きく影響し、営業利益は55百万円（前期比58.2％減）、経常利益は61百万円（前期比46.8％減）となりまし

た。当期純利益につきましては、子会社吸収合併に伴う税負担軽減等もあり42百万円となりました。 

   

(2) 次期の見通し 

  今後の見通しといたしましては、、アジア地域を中心とした海外経済に回復が見込まれることなどから、景気の

持ち直し傾向が続くと期待されるものの、欧州金融市場の混乱、個人消費の低迷、デフレの影響によるリスクな

ど、依然として不安材料を抱えたまま推移するものと思われます。 

 建設業界におきましても、減少が続く公共建設投資に加え、オフィス需要減退、住宅投資の低迷など民間投資の

縮小により非常に厳しい情勢が続き、受注競争の過剰構造が一層顕著になるものと予想されます。 

 このような事業環境のなかにおいて、「QCDSEを強化し受注競争を勝ち抜く！」との2010年度方針のもと、更なる

品質の向上に取り組み、工事実績に裏打ちされた企画提案力と併せ顧客の信頼を得るとともに、コスト競争力を高

め良質な工事案件の受注機会の創出に努めてまいります。 

 これらにより、次期の見通しといたしましては、受注高80億円、売上高72億円、営業利益80百万円、経常利益80

百万円、当期純利益60百万円をそれぞれ予想しております。 

  

(3) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

 当事業年度における資産の残高は64億15百万円となり、前事業年度末に比べ６億98百万円の減少となりまし

た。主なものといたしましては、完成工事未収入金、未成工事支出金等が減少したことによるものであります。 

 負債の残高は36億55百万円となり、前事業年度末に比べ７億24百万円の減少となりました。主なものといたし

ましては、工事未払金、短期借入金等が減少したことによるものであります。 

 純資産の残高は27億59百万円となり、前事業年度末に比べ25百万円の増加となりました。主なものといたしま

しては、繰越利益剰余金の増加によるものであります。 

 この結果、当事業年度末の自己資本比率は43.0％となり、前事業年度末に比べ4.6％向上いたしました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は２億38百万円（前年同期比

2.6％減）となり、前事業年度末に比べ６百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動により得られた資金は３億88百万円となりました。これは仕入債務２億66百万円

の減少、未成工事受入金80百万円の減少等により資金が減少したものの、売上債権４億16百万円の減少及び未成

工事支出金２億51百万円等の減少などにより資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における投資活動により使用した資金は15百万円となりました。これは主に保険積立金の積立によ

る19百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における財務活動により使用した資金は３億94百万円となりました。これは社債の発行１億94百万

円、長期借入金２億円などにより資金が増加したものの、長期借入金６億33百万円の返済、社債87百万円の償還

などにより資金が減少したことによるものであります。 

１．経営成績



  

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移については以下のとおりであります。 

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 

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 (注１) 平成20年３月期及び平成21年３月期は連結ベース、平成22年３月期は個別ベースの財務数値により計算

しております。 

  (注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  (注３) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

 (注４) 有利子負債は、平成20年３月期及び平成21年３月期は連結貸借対照表、平成22年３月期は貸借対照表に

計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 (注５) 平成20年３月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローが

マイナスのため記載しておりません。 

  

(4) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を も重要な経営課題の一つと位置付けており、業績に

裏づけられた成果配分を安定して行うことを基本方針としております。 

 また、内部留保金につきましては、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい情勢が続くものと予想されます

ので、健全な経営基盤を維持するため財務体質の強化に努めるとともに、事業基盤拡充を図るための有効投資を行

い、株主の皆様のご期待に応えてまいる所存であります。 

 当期の期末配当金につきましては、基本方針並びに当事業年度の経営成績等を踏まえて１株当たり４円とさせて

いただく予定であります。 

なお、次期の期末配当金につきましては、安定した配当を継続し１株当たり４円を予定しております。 

  

(5) 事業等のリスク 

① 建設市場の動向 

 当社の主たる事業分野の防水工事業は請負形態をとっており、受注先の動向により受注額の増減、競合する他

社との受注競争の激化等により、低採算化、収益力の低下など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 取引先の信用のリスク 

 当社は、取引先に関し審査の実施や信用不安情報の収集など、信用リスク回避の方策を講じております。しか

しながら、万一、発注者、協力会社等に信用不安が生じた場合、資金回収に懸念が生じ工期の遅延など、予定外

の事態が発生し業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 重大事故の発生 

 安全管理には万全を期しておりますが、施工中に予期せぬ重大事故が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

また、天候状況などの予期しない原因により災害が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 業績の季節的変動 

 当社の属する建設業界における業績については、受注高、売上高ともに、下半期に偏重する傾向にあります。

したがって、事業年度の上半期と下半期の受注高、売上高には大きな相違があり、業績に季節的変動がありま

す。 

  

  
平成20年３月期

(連結)  
平成21年３月期 

(連結)  
平成22年３月期

自己資本比率 (％)  38.0  38.0  43.0

時価ベースの自己資本比率 (％)  12.7  18.5  17.8

債務償還年数 (年)  －  23.5  3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  －  2.4  18.4



⑤ 施工物の不具合 

 品質管理には万全を期しておりますが、万一、欠陥が発生した場合には顧客に対する信用を失うとともに、瑕

疵担保責任による損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 資材価格の変動 

 当社は、シーリング防水工事、メンブレン防水工事およびリニューアル工事を主な業務としており、受注先と

の契約から工事完了までの間に防水材などの値上げが実施され、請負代金に反映させることが困難な場合、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社の事業分野は請負形態をとっており、受注先の動向により受注額の増減、競合する他社との受注競争の激

化等により、低採算化、収益力の低下など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 当社は、建物のシーリング防水工事、メンブレン防水工事および建物のリニューアル（補修改修）工事を主た

る業務として行っております。 

 なお、当社の連結子会社であった株式会社テクマは、平成21年４月１日付で当社が吸収合併いたしました。 

  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

  

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、「技術力・施工力・企画提案力を総合的に強化育成し顧客ニーズに合う高品質の商品を提供するととも

に、専門業者としての見識を再構築し企業イメージの向上を図る」ことを経営の基本方針とし、建物防水事業を通

じて社会の発展に貢献してまいります。また、効率経営の徹底および収益性の向上による経営基盤の強化を図るこ

とで企業価値の 大化に努めてまいります。 

  

(2) 目標とする経営指標 

 当社では、平成22年４月に『第３次中期経営計画（平成22年度～平成24年度）』を策定し、経営課題の解決と目

標達成に向けた取り組みを開始しました。今年度は同計画の初年度に当たりますが、昨今の経済環境、景気動向を

加味したうえで、受注高80億円、売上高72億円、経常利益80百万円、当期純利益60百万円の達成を目指してまいり

ます。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 今後のわが国経済につきましては、政策的な消費喚起や好調な外需により緩やかな回復基調にありますが、雇用

環境、円高、デフレ等の懸念材料が存在し、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 建設市場においても、財政悪化に伴う公共投資の減少、コスト削減圧力から民間設備投資は抑制傾向が続き、所

得環境の冷え込みから住宅投資の回復が遅れるなど、中期的にも非常に厳しい状況が続くものと推測されます。一

方、社会的環境においても、一連の不祥事により品質、安全、環境等への関心が高まり、顧客のニーズの流れは厳

格化を求める傾向を強めています。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



 このような経営環境のもと、当社は『顧客満足度No.1企業の構築』を中期経営計画の会社方針として掲げ、高層

建築物のシーリング防水工事・メンブレン防水工事・建物の補修改修を中心としたリニューアル工事のトップ企業

として、お客様に満足していただくために企画提案力、技術力、施工力の一層の強化を図り、高品質の商品を提供

することで競争力を向上させ、受注の維持拡大、収益力の増強を目指し強固な経営基盤の構築に努めてまいりま

す。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

 当社は、建物のシーリング防水工事とメンブレン防水工事および建物のリニューアル（補修改修）工事を主な業

務とし、永年にわたる技術力の強化と品質管理能力の向上を図ることにより「信頼ある品質」はお客様より高い評

価を得ております。この伝統と信頼を更に発展させて高品質な商品を提供し続けることで、受注の維持拡大や競争

力あるいは収益力が得られるものと確信し、「中期経営計画」に掲げた５項目の経営課題および諸施策の実行に社

員一丸となって取り組んでまいります。 

 シーリング・防水工事においては、建築市場の市場規模が縮小傾向にあるなか、首都圏においては大手町地区の

再開発に伴うオフィスビルをはじめ、湾岸地区の高層マンション等の新築工事が計画されており、当社としては、

得意とするシーリング防水市場の受注増強に向けて企画提案力を結集し、採算重視の営業活動を行ってまいりま

す。また、メンブレン防水市場にも注力しており、事業拡大に向けてシーリング工事と並行して積極的な売り込み

を図ってまいります。 

 リニューアル工事においては、これまで整備蓄積されてきた建築物を有効に活用するためのリニューアル（維持

補修改修）市場が拡大を続けております。このリニューアル市場を確実にキャッチするため、過去の工事実績等の

優位性を 大限活用し、精力的に受注活動を展開してまいります。 

 経営管理面においては、受注活動をはじめとし顧客別の諸問題に迅速な対応が取れるよう、課の新設、統合など

組織を見直すとともに、人材育成が極めて重要であるとの認識のもと、教育制度を充実させ社員の能力を伸ばす職

場環境を構築し、［マサルの総合力］を一層高めるよう努めてまいります。また、法令遵守およびリスク管理の徹

底におきましては、内部統制室が中心となりＩＴ統制を含む内部統制システムの確実な運用およびリスク管理体制

の確実な取り組みを図ってまいります。 

 品質においては、ＩＳＯ規格に基づくマネジメントシステムの確実な運用・改善により、確かな品質の提供に努

めてまいります。 

  

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

 当社は「内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況」を「コーポレート・ガバナンスに関す

る報告書」（平成22年３月31日付）で開示しておりますので、ご参照ください。 

   



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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 736,957

受取手形・完成工事未収入金 2,477,791

未成工事支出金 2,510,354

材料貯蔵品 9,692

繰延税金資産 31,719

その他 144,359

貸倒引当金 △1,999

流動資産合計 5,908,876

固定資産  

有形固定資産  

建物 ※  563,260

減価償却累計額 △346,670

建物（純額） 216,590

機械装置及び運搬具 23,141

減価償却累計額 △22,063

機械装置及び運搬具（純額） 1,077

工具器具・備品 26,588

減価償却累計額 △19,215

工具器具・備品（純額） 7,372

土地 ※  551,163

有形固定資産計 776,204

無形固定資産  

ソフトウエア 3,549

その他 ※  20,549

無形固定資産計 24,098

投資その他の資産  

投資有価証券 ※  146,465

長期貸付金 1,553

繰延税金資産 3,460

その他 343,412

貸倒引当金 △91,050

投資その他の資産計 403,842

固定資産合計 1,204,144

資産合計 7,113,021



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金 1,358,187

短期借入金 ※  1,164,500

1年内償還予定の社債 60,000

未払法人税等 70,533

未成工事受入金 1,091,432

完成工事補償引当金 2,988

工事損失引当金 964

役員賞与引当金 2,000

賞与引当金 51,108

その他 56,773

流動負債合計 3,858,489

固定負債  

社債 240,000

長期借入金 ※  235,000

長期未払金 72,269

負ののれん 4,992

固定負債合計 552,262

負債合計 4,410,751

純資産の部  

株主資本  

資本金 885,697

資本剰余金 1,261,600

利益剰余金 598,241

自己株式 △38,227

株主資本合計 2,707,311

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △5,042

評価・換算差額等合計 △5,042

純資産合計 2,702,269

負債純資産合計 7,113,021



（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) 

売上高 9,331,362

売上原価 8,387,967

売上総利益 943,395

販売費及び一般管理費 ※1,2  833,246

営業利益 110,148

営業外収益  

受取利息 4,495

受取配当金 1,005

材料報奨金 28,699

負ののれん償却額 2,496

雑収入 14,792

営業外収益合計 51,488

営業外費用  

支払利息 30,272

手形売却損 14,300

社債発行費 7,274

雑支出 3,782

営業外費用合計 55,629

経常利益 106,007

特別利益  

完成工事補償引当金戻入額 357

工事損失引当金戻入額 1,620

貸倒引当金戻入額 15,840

固定資産売却益 ※3  163

特別利益合計 17,981

特別損失  

固定資産除却損 ※4  83

減損損失 ※5  27,993

会員権評価損 12,000

貸倒引当金繰入額 ※6  44,200

投資有価証券評価損 3,480

特別損失合計 87,757

税金等調整前当期純利益 36,232

法人税、住民税及び事業税 67,705

法人税等調整額 51,104

法人税等合計 118,810

当期純損失（△） △82,578



（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) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 885,697

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 885,697

資本剰余金  

前期末残高 1,263,412

当期変動額  

自己株式の処分 △1,812

当期変動額合計 △1,812

当期末残高 1,261,600

利益剰余金  

前期末残高 716,059

当期変動額  

剰余金の配当 △24,952

当期純損失（△） △82,578

自己株式の処分 △10,288

当期変動額合計 △117,818

当期末残高 598,241

自己株式  

前期末残高 △123,886

当期変動額  

自己株式の取得 △493

自己株式の処分 86,152

当期変動額合計 85,659

当期末残高 △38,227

株主資本合計  

前期末残高 2,741,282

当期変動額  

剰余金の配当 △24,952

当期純損失（△） △82,578

自己株式の取得 △493

自己株式の処分 74,052

当期変動額合計 △33,971

当期末残高 2,707,311



（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) 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 3,616

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658

当期変動額合計 △8,658

当期末残高 △5,042

評価・換算差額等合計  

前期末残高 3,616

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658

当期変動額合計 △8,658

当期末残高 △5,042

純資産合計  

前期末残高 2,744,899

当期変動額  

剰余金の配当 △24,952

当期純損失（△） △82,578

自己株式の取得 △493

自己株式の処分 74,052

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658

当期変動額合計 △42,629

当期末残高 2,702,269



（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) 

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 36,232

減価償却費 30,467

負ののれん償却額 △2,496

減損損失 27,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,359

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,590

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,913

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △357

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,620

受取利息及び受取配当金 △5,500

支払利息 30,272

投資有価証券評価損益（△は益） 3,480

会員権評価損 12,000

売上債権の増減額（△は増加） △428,203

未成工事支出金の増減額（△は増加） 232,742

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 527

未収消費税等の増減額（△は増加） 51,083

その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,379

仕入債務の増減額（△は減少） △99,492

未成工事受入金の増減額（△は減少） 141,507

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,765

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,264

その他 △329

小計 55,571

利息及び配当金の受取額 5,132

利息の支払額 △29,351

法人税等の支払額 △4,185

法人税等の還付額 45,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,460

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △12,499

投資有価証券の取得による支出 △12,568

会員権の売却による収入 15,670

貸付けによる支出 △6,400

貸付金の回収による収入 3,694

保険積立金の積立による支出 △23,011

保険積立金の解約による収入 86,189

敷金及び保証金の回収による収入 13,935

その他 205

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,215



（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) 

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） 27,000

長期借入金の返済による支出 △592,800

長期借入れによる収入 100,000

社債の発行による収入 300,000

自己株式の取得による支出 △493

自己株式の処分による収入 74,052

配当金の支払額 △24,952

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,483

現金及び現金同等物の期首残高 240,216

現金及び現金同等物の期末残高 ※  260,700



 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  

１．連結の範囲に関する事

項 

子会社はすべて連結しております。 

連結子会社数   １社 

連結子会社の名称 株式会社テクマ 

  

２．持分法の適用に関する

事項 

該当事項はありません。   

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。 

  

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 

① 有価証券   

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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） 

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  ② たな卸資産   

  未成工事支出金 

個別法による原価法 

  

  材料貯蔵品 

総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

よる簿価切下げの方法） 

  

   (会計処理の変更) 

当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

  

  ③ デリバティブ   

  時価法   

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）   

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（附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しておりま

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) 

   

  ② 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。 

なお、償却年数については、法人税

法に規程する方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、ソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

  

  ③ リース資産  

 (会計処理の変更)  

当連結会計年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準

第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計

制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。 

ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

なお、リース取引開始日が平成20年

４月１日以降の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については該当

がないため、この変更による損益に

与える影響はありません。 

  

(3）重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

  

  ② 完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、将来の見積補償額に基づ

いて計上しております。 

   

  ③ 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

  

  ④ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

  



  

  

  
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) 

  

  ⑤ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備える

ため、当連結会計年度末手持工事の

うち損失の発生が見込まれ、かつそ

の金額を合理的に見積もることがで

きる工事について、損失見込額を計

上しております。 

  

(4）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

① 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。 

   

② 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  

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方法は、

全面時価評価法によっております。 

  

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。 

  

７．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

  

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) 

  

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定資

産除却損」は、当連結会計年度において金額的重要性が

乏しくなったため営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「固定資産除却損」は83千円

であります。 

   



  

  

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) 

 

※  下記の資産は、長期借入金151,100千円、短期借入金 

（１年以内返済予定の長期借入金257,900千円を含

む）667,900千円の担保に供しております。 

  

建物 213,410千円

土地 551,163千円

借地権 13,860千円

投資有価証券 26,804千円

計 805,238千円

  

（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) 
 

※１  販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとお

りであります。 

  

従業員給与手当 360,266千円

役員報酬 97,110千円

賞与引当金繰入額 41,420千円

役員賞与引当金繰入額 2,000千円

減価償却費 19,385千円

  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

             27,294千円 

  

※３ 固定資産売却益の内訳   

車両運搬具 49千円

工具器具・備品 114千円

  

※４ 固定資産除却損の内訳   

車両運搬具 73千円

工具器具・備品 10千円

  

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、原則として、事業用資産につい

ては事業の種類別セグメントを基準に資産のグル

ーピングを行っております。 

当連結会計年度において、その他の事業のうちグ

ラフィック事業において当初の利益を確保できな

いと判断したため、その他の事業用資産のうちグ

ラフィック事業の用に供していた資産（グラフィ

ックス印刷機）を１円まで減少し、当該減少額を

減損損失27,993千円として計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都江東区 
その他の事業用
資産 

工具器具・備品 

  

※６ 貸倒引当金繰入額は会員権の預託保証金に対する

ものであります。 

  



前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加1,650株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少242,000株は、第三者割当による自己株式の処分による減少でありま

す。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数 (株) 

当連結会計年度 
増加株式数 (株) 

当連結会計年度  
減少株式数 (株) 

当連結会計年度末
株式数 (株) 

発行済株式                        

普通株式  4,505,757  －  －  4,505,757

合計  4,505,757  －  －  4,505,757

自己株式                        

普通株式 (注)  347,090  1,650  242,000  106,740

合計  347,090  1,650  242,000  106,740

  
 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり
配当額 (円) 

基準日 効力発生日

平成20年6月24日 
定時株主総会 

普通株式  24,952  6.0 平成20年3月31日 平成20年6月25日 

  
 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資 

１株当たり
配当額 (円) 

基準日 効力発生日

平成21年6月24日 
定時株主総会 

普通株式  17,596  利益剰余金  4.0 平成21年3月31日 平成21年6月25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) 

  

※  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 

  

（平成21年３月31日）   

現金預金勘定 736,957千円

預入期間が３か月を超える
定期預金等 

△476,257千円

現金及び現金同等物 260,700千円

  



  

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。 

また、30％以上50％未満の下落をしている銘柄については、時価の回復可能性を検討して減損処理の要否を判

断しております。 

  

（リース取引関係）

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

  

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引  

  

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  

  工具器具・備品 

取得価額相当額 49,458千円

減価償却累計額相当額 26,076千円

期末残高相当額 23,381千円

  

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定しております。 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額   

１年内 8,459千円

１年超 14,921千円

合計 23,381千円

  

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み法」により算定してお

ります。 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額   

支払リース料 9,891千円

減価償却費相当額 9,891千円

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

  

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度
 (平成21年３月31日) 

  

取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表

日における連結

貸借対照表計上

額 (千円) 

差額
(千円) 

   

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの                                  

株式  16,389  18,678  2,288                

小計  16,389  18,678  2,288                

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの                                  

株式  38,579  27,787  △10,791                

小計  38,579  27,787  △10,791                

合計  54,968  46,465  △8,502                



２．時価評価されていない有価証券 

  

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

区分 

前連結会計年度
(平成21年３月31日) 

連結貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券      

非上場外国債券   100,000

区分 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 

１年以内 
(千円) 

１年超
５年以内 
(千円) 

５年超
10年以内 
(千円) 

10年超
(千円) 

債券                     

その他  － － － 100,000

（デリバティブ取引関係）

  
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  

(1) 取引の内容及び利用目

的 

当社は、余裕資金を効率的に運用するた

め、デリバティブを組み込んだ複合金融商

品を利用しております。  

  

(2) 取引に対する取組方針 当社は、余裕資金を効率的に運用するた

め、元本確保型の複合金融商品を利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であり

ます。  

  

(3) 取引に係るリスクの内

容 

当社が利用している複合金融商品は元本確

保型の商品ですが、利率が日経平均株価に

連動するリスクを有しております。なお、

社債の発行体は、信用度の高い国外金融機

関であるため、発行体の契約不履行による

信用リスクはほとんどないと判断しており

ます。  

  

(4) 取引に係るリスク管理

体制 

当社のデリバティブ取引についての基本方

針は、取締役会で決定され、取引の実行及

び管理は総務経理部が行っております。ま

た、毎月のデリバティブ取引の状況は担当

役員まで報告されております。 

  



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職金制度の全額について全従業員を対象とする適格退職年金制度を採用しておりました

が、平成20年１月に適格退職年金制度から確定拠出年金制度へ移行いたしました。 

   

２．退職給付費用に関する事項 

  

前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

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） 

 当社は、平成20年12月１日に当社100％子会社である株式会社テクマより事業の一部を譲受けております。 

  

（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) 

退職給付費用 (千円)  16,660

(1) 勤務費用 (千円)  －

(2) 利息費用 (千円)  －

(3) 期待運用収益 (減算) (千円)  －

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 (千円)  －

(5) 確定拠出年金への掛金支払額 (千円)  16,660

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

 

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳   

繰延税金資産（流動資産）     

賞与引当金損金算入限度超過額 21,032千円

未払事業税否認 6,303千円

未払事業所税否認 373千円

完成工事補償引当金損金算入 
限度超過額 

1,219千円

工事損失引当金損金算入限度  
超過額 

392千円

法定福利費否認 2,401千円

計 31,719千円

繰延税金資産（固定資産）     

減損損失損金不算入額 33,867千円

会員権評価損否認 12,295千円

会員権貸倒引当金否認  19,067千円

その他会員権評価損否認  7,733千円

その他会員権貸倒引当金否認 17,989千円

投資有価証券評価損等否認 9,587千円

その他有価証券評価差額金 3,460千円

小計 103,965千円

評価性引当額 △100,504千円

計 3,460千円

繰延税金資産合計 35,180千円

  

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.7％

（調整）     

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

42.2％

住民税均等割額 11.4％

減損損失等 40.1％

会員権評価損 149.6％

投資有価証券評価損 26.5％

未払事業税損金不算入額 5.0％

その他 12.4％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

327.9％

  



前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  (注) １．事業の区分は、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．各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 建設工事業・・・・シーリング防水工事、メンブレン防水工事、改修工事に関する事業 

(2) その他の事業・・・建築資機材の賃貸・販売に関する事業及びグラフィックスフィルムのデザインの

企画・設計・制作・販売・施工に関する事業 

  

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) 

 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) 

 海外売上高がないため、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) 

 (追加情報) 

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

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

用しております。  

  

 該当事項はありません。   

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建設工事業
 (千円) 

その他の事業
(千円) 

計 (千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結 (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  9,311,488  19,874  9,331,362  －  9,331,362

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  90,078  90,078 (90,078)  －

計  9,311,488  109,952  9,421,441 (90,078)  9,331,362

営業費用  9,178,446  124,202  9,302,648 (81,434)  9,221,214

営業利益又は営業損失 (△)  133,041  △14,249  118,792 (8,643)  110,148

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出                             

資産  7,114,296  34,522  7,148,818 (35,797)  7,113,021

減価償却費  16,906  13,134  30,041  －  30,041

減損損失  －  27,993  27,993  －  27,993

資本的支出  10,873  140  11,013  －  11,013

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）



  (注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は次のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社は、平成20年12月26日開催の取締役会において、当社100％子会社である株式会社テクマを吸収合併する決議

を行い、この決議に基づき平成21年４月１日に合併しております。 

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 614.29円 

１株当たり当期純損失 19.77円 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  

区分
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)  

連結損益計算書上の当期純損失  
(千円)  82,578

普通株主に帰属しない金額 (千円)  －

普通株式に係る当期純損失 (千円)  82,578

普通株式の期中平均株式数 (株)  4,177,813

（重要な後発事象）



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   

現金及び預金 721,306 714,933

受取手形 256,714 159,940

完成工事未収入金 2,221,077 1,901,225

未成工事支出金 2,526,305 ※2  2,274,418

材料貯蔵品 2,280 6,344

短期貸付金 3,312 1,601

前払費用 9,116 5,611

未収入金 27,688 9,690

繰延税金資産 31,719 28,863

仮払消費税等 98,071 91,293

その他 4,725 1,579

貸倒引当金 △1,991 △1,034

流動資産合計 5,900,328 5,194,468

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  563,260 ※1  563,073

減価償却累計額 △346,670 △358,140

建物（純額） 216,590 204,932

機械及び装置 17,973 9,443

減価償却累計額 △17,384 △9,208

機械及び装置（純額） 589 235

車両運搬具 － 338

減価償却累計額 － △338

車両運搬具（純額） － 0

工具器具・備品 24,016 19,603

減価償却累計額 △17,098 △15,288

工具器具・備品（純額） 6,918 4,315

土地 ※1  551,163 ※1  551,163

リース資産（純額） － 9,856

有形固定資産計 775,262 770,504

無形固定資産   

借地権 ※1  13,860 ※1  13,860

ソフトウエア 1,585 2,334

リース資産 － 7,900

その他 6,689 6,689

無形固定資産計 22,135 30,784



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  146,465 ※1  154,220

関係会社株式 13,504 －

出資金 2,130 2,070

長期保証金 55,824 52,512

会員権 128,250 124,100

保険積立金 155,841 174,987

繰延税金資産 3,460 2,593

その他 2,144 552

貸倒引当金 △91,050 △91,050

投資その他の資産計 416,570 419,986

固定資産合計 1,213,968 1,221,274

資産合計 7,114,296 6,415,742

負債の部   

流動負債   

支払手形 611,780 550,807

工事未払金 735,529 563,880

短期借入金 ※1  737,000 ※1  489,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  427,500 ※1  285,900

1年内償還予定の社債 60,000 100,000

未払金 38,039 21,244

未払法人税等 70,353 6,759

未払費用 6,245 5,901

未成工事受入金 1,091,432 1,010,845

預り金 3,688 6,072

リース債務 － 3,829

完成工事補償引当金 2,988 3,090

工事損失引当金 964 ※2  12,717

賞与引当金 49,678 44,000

役員賞与引当金 2,000 －

その他 6,283 8,921

流動負債合計 3,843,485 3,112,969

固定負債   

社債 240,000 320,000

長期借入金 ※1  235,000 ※1  143,500

長期未払金 61,370 61,370

リース債務 － 13,928

負ののれん － 3,993

固定負債合計 536,370 542,792

負債合計 4,379,855 3,655,761



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,697 885,697

資本剰余金   

資本準備金 1,261,600 1,261,600

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 1,261,600 1,261,600

利益剰余金   

利益準備金 93,000 93,000

その他利益剰余金   

別途積立金 291,508 291,508

繰越利益剰余金 245,904 270,566

利益剰余金合計 630,413 655,075

自己株式 △38,227 △38,612

株主資本合計 2,739,483 2,763,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,042 △3,779

評価・換算差額等合計 △5,042 △3,779

純資産合計 2,734,441 2,759,981

負債純資産合計 7,114,296 6,415,742



（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) 

完成工事高 9,311,488 7,764,446

完成工事原価 8,404,634 ※4  6,996,616

完成工事総利益 906,854 767,829

販売費及び一般管理費   

役員報酬 95,310 95,557

従業員給料手当 327,159 319,267

役員賞与引当金繰入額 2,000 －

賞与引当金繰入額 39,990 34,452

法定福利費 51,134 51,681

減価償却費 17,678 19,489

その他 240,538 191,746

販売費及び一般管理費合計 ※1  773,812 ※1  712,194

営業利益 133,041 55,634

営業外収益   

受取利息 4,495 1,541

受取配当金 1,005 1,222

材料売却益 3,345 8,383

材料報奨金 28,699 22,753

負ののれん償却額 － 998

その他 7,707 14,192

営業外収益合計 45,252 49,092

営業外費用   

支払利息 30,020 21,374

手形売却損 14,300 9,256

社債発行費 7,274 8,014

賃貸設備減価償却費 7,257 －

その他 3,782 4,503

営業外費用合計 62,635 43,148

経常利益 115,659 61,578

特別利益   

完成工事補償引当金戻入額 357 －

工事損失引当金戻入額 1,620 －

貸倒引当金戻入額 15,830 1,001

役員賞与引当金戻入額 － 2,000

固定資産売却益 ※2  163 －

長期未払金戻入額 － 10,899

特別利益合計 17,972 13,901

特別損失   

固定資産除却損 ※3  10 ※3  400

減損損失 ※6  27,993 －

会員権評価損 12,000 －

貸倒引当金繰入額 ※7  44,200 －

投資有価証券評価損 3,480 －

関係会社株式評価損 ※5  7,783 －

抱合せ株式消滅差損 － ※9  16,256

商品廃棄損 － ※8  2,131

特別損失合計 95,466 18,787



（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) 

税引前当期純利益 38,164 56,692

法人税、住民税及び事業税 67,525 3,940

過年度法人税等 － 7,638

法人税等調整額 51,104 2,856

法人税等合計 118,630 14,434

当期純利益又は当期純損失（△） △80,465 42,258



 (注)  原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  

完成工事原価報告書

    
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) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,314,406  15.6  1,179,361  16.9

Ⅱ 労務費    2,765,120  32.9  2,247,999  32.1

（うち労務外注費）    (2,765,120)  (32.9)  (2,247,999)  (32.1)

Ⅲ 外注費    3,870,934  46.1  3,188,727  45.6

Ⅳ 経費    454,172  5.4  380,527  5.4

（うち人件費）    (114,988)  (1.1)  (108,467)  (1.6)

計    8,404,634  100.0  6,996,616  100.0

            



（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 885,697 885,697

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 885,697 885,697

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,261,600 1,261,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,261,600 1,261,600

その他資本剰余金   

前期末残高 1,812 －

当期変動額   

自己株式の処分 △1,812 －

当期変動額合計 △1,812 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 93,000 93,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 93,000 93,000

その他利益剰余金   

前期末残高 653,119 537,413

当期変動額   

剰余金の配当 △24,952 △17,596

当期純利益又は当期純損失（△） △80,465 42,258

自己株式の処分 △10,288 －

当期変動額合計 △115,705 24,661

当期末残高 537,413 562,075

自己株式   

前期末残高 △123,886 △38,227

当期変動額   

自己株式の取得 △493 △384

自己株式の処分 86,152 －

当期変動額合計 85,659 △384

当期末残高 △38,227 △38,612

株主資本合計   

前期末残高 2,771,341 2,739,483

当期変動額   

剰余金の配当 △24,952 △17,596

当期純利益又は当期純損失（△） △80,465 42,258

自己株式の取得 △493 △384

自己株式の処分 74,052 －

当期変動額合計 △31,858 24,277

当期末残高 2,739,483 2,763,760



（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 3,616 △5,042

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658 1,262

当期変動額合計 △8,658 1,262

当期末残高 △5,042 △3,779

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,616 △5,042

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658 1,262

当期変動額合計 △8,658 1,262

当期末残高 △5,042 △3,779

純資産合計   

前期末残高 2,774,958 2,734,441

当期変動額   

剰余金の配当 △24,952 △17,596

当期純利益又は当期純損失（△） △80,465 42,258

自己株式の取得 △493 △384

自己株式の処分 74,052 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,658 1,262

当期変動額合計 △40,517 25,540

当期末残高 2,734,441 2,759,981



  (注) その他利益剰余金の内訳 

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) 

  

株主資本等変動計算書の欄外注記

  別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成20年３月31日 残高 (千円) 291,508  361,610 653,119

事業年度中の変動額                

剰余金の配当       △24,952 △24,952

当期純利益又は当期純損失 (△)        △80,465 △80,465

自己株式の処分       △10,288 △10,288

事業年度中の変動額合計 (千円) 0  △115,705 △115,705

平成21年３月31日 残高 (千円) 291,508  245,904 537,413

  別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成21年３月31日 残高 (千円) 291,508  245,904 537,413

事業年度中の変動額                

剰余金の配当       △17,596 △17,596

当期純利益       42,258 42,258

自己株式の処分       － －

事業年度中の変動額合計 (千円) －  24,661 24,661

平成22年３月31日 残高 (千円) 291,508  270,566 562,075



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 56,692

減価償却費 19,673

負ののれん償却額 △998

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,001

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,108

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 101

工事損失引当金の増減額（△は減少） 11,752

受取利息及び受取配当金 △2,763

支払利息 21,374

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 16,256

長期未払金戻入 △10,899

固定資産除却損 400

商品廃棄損 2,131

社債発行費 8,014

売上債権の増減額（△は増加） 416,625

未成工事支出金の増減額（△は増加） 251,887

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 1,217

未収入金の増減額（△は増加） 25,386

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,057

仕入債務の増減額（△は減少） △266,739

未成工事受入金の増減額（△は減少） △80,587

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,414

その他 6,049

小計 475,106

利息及び配当金の受取額 3,256

利息の支払額 △21,056

法人税等の支払額 △69,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,265

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △5,702

貸付金の回収による収入 2,942

会員権の償還による収入 4,150

敷金及び保証金の回収による収入 1,420

保険積立金の解約による収入 1,581

保険積立金の積立による支出 △19,739

その他 △410

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,758



（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △48,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △633,100

社債の発行による収入 194,522

社債の償還による支出 △87,000

リース債務の返済による支出 △3,015

自己株式の取得による支出 △384

配当金の支払額 △17,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △394,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,067

現金及び現金同等物の期首残高 245,048

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

15,651

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  238,632



 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

  
前事業年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
 (自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

────── 

  ② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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） 

② 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 たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

① 未成工事支出金 

個別法による原価法 

① 未成工事支出金 

同左 

  ② 材料貯蔵品 

総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よる

簿価切下げの方法） 

② 材料貯蔵品 

同左 

   (会計処理の変更) 

当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

────── 

３ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

４ 固定資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

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（附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しておりま

す。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ② 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。 

なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。 

ただし、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



   

  
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) 

  ③ リース資産 

────── 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。  

ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

  (会計処理の変更) 

当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度

委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。 

ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

なお、リース取引開始日が平成20年

４月１日以降の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については該当

がないため、この変更による損益に

与える影響はありません。 

────── 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

発生時に全額費用処理しております。 

社債発行費 

同左 

６ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、将来の見積補償額を計上

しております。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

  ③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち、当期の負

担額を計上しております。 

③ 賞与引当金 

同左 



  

  
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 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

────── 

  ⑤ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備える

ため、当事業年度末手持工事のうち

損失の発生が見込まれ、かつその金

額を合理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を計上し

ております。 

⑤ 工事損失引当金 

同左 

７ 収益及び費用の計上基

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 

イ 当事業年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準 

ロ その他の工事  

 工事完成基準  

  ──────  (会計処理の変更)  

請負工事に係る収益の計上基準につ

いては、従来、工事完成基準を適用

しておりましたが、「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）を当事業年度より

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おります。 

なお、これにより、当事業年度の完

成工事高は238,678千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引当期純利

益は、それぞれ39,937千円増加して

おります。  

８ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

────── のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。 

９ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

10 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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

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 下記の資産は、長期借入金 千円、短期借入

金（１年以内返済予定の長期借入金 千円を

含む） 千円の担保に供しております。 

151,100

257,900

667,900

※１ 下記の資産は、長期借入金 千円、短期借入

金（１年以内返済予定の長期借入金 千円を

含む） 千円の担保に供しております。 

143,500

202,000

591,000

建物 千円213,410

土地 千円551,163

借地権 千円13,860

投資有価証券 千円26,804

計 千円805,238

建物 千円202,447

土地 千円551,163

借地権 千円13,860

投資有価証券 千円26,934

計 千円794,404

────── ※２ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産

のうち、工事損失引当金に対応する額は、未成工事

支出金 千円であります。  12,717



  

（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 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  千円27,263

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  千円22,174

※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 千円49

工具器具・備品 千円114

────── 

※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具・備品 千円10

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物 千円147

機械及び装置 千円170

工具器具・備品 千円82

────── ※４ 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額

  千円11,752

※５ 関係会社株式評価損は、当社の子会社である株式会

社テクマについて、その財政状態を考慮し減損処理

したものであります。 

────── 

※６ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

当社は、原則として、事業用資産については事業

の種類別セグメントを基準に資産のグルーピング

を行っております。 

当事業年度において、その他の事業のうちグラフ

ィック事業において当初の利益を確保できないと

判断したため、その他の事業用資産のうちグラフ

ィック事業の用に供していた資産（グラフィック

ス印刷機）を１円まで減少し、当該減少額を減損

損失 千円として計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都江東区 
その他の事業用
資産 

工具器具・備品 

27,993

────── 

※７ 貸倒引当金繰入額は会員権の預託保証金に対するも

のであります。 

────── 

────── ※８ 商品廃棄損は、グラフィック事業で使用していたグ

ラフィックスフィルムを廃棄したことによるもので

あります。 

────── ※９ 抱合せ株式消滅差損は、当社の子会社であった株式

会社テクマとの合併によるものであります。 



前事業年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加1,650株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少242,000株は、第三者割当による自己株式の処分による減少でありま

す。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,452株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

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

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末
株式数 (株) 

当事業年度増加
株式数 (株) 

当事業年度減少 
株式数 (株) 

当事業年度末
株式数 (株) 

普通株式  347,090  1,650  242,000  106,740

合計  347,090  1,650  242,000  106,740

  
前事業年度末  
株式数 (株)  

当事業年度増加
株式数 (株) 

当事業年度減少 
株式数 (株) 

当事業年度末  
株式数 (株) 

発行済株式                        

普通株式  4,505,757  －  －  4,505,757

合計  4,505,757  －  －  4,505,757

自己株式                        

普通株式  106,740  1,452  －  108,192

合計  106,740  1,452  －  108,192

  
 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり  
配当額 (円) 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  17,596  4.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

  
 (決議) 

株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  17,590  利益剰余金  4.0 平成22年３月31日 平成22年６月24日



  

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

  

（平成22年３月31日） 

現金預金勘定 714,933千円

預入期間が３か月を超える
定期預金等 

△476,301千円

現金及び現金同等物 238,632千円

  

※ 当事業年度に合併した株式会社テクマより引き継いだ

資産及び負債は次のとおりであります。 

流動資産 30,476千円

固定資産      3,681千円

 資産合計  34,158千円

流動負債 21,017千円

固定負債 10,899千円

 負債合計 31,917千円

  

（リース取引関係）

前事業年度 
 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
 (自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  工具器具・備品 

取得価額相当額 千円49,458

減価償却累計額相当額 千円26,076

期末残高相当額 千円23,381

  工具器具・備品 

取得価額相当額 千円27,978

減価償却累計額相当額 千円13,056

期末残高相当額 千円14,921

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定しております。 

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円8,459

１年超 千円14,921

合計 千円23,381

１年内 千円5,595

１年超 千円9,326

合計 千円14,921

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み法」により算定してお

ります。 

同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円9,891

減価償却費相当額 千円9,891

支払リース料 千円8,459

減価償却費相当額 千円8,459

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針  

 事業計画に照らし、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は主に流動

性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。 

 デリバティブは、余裕資金を効率的に運用するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク  

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

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び非上場の外国債券であり、前者は市場価格の変

動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。 

 借入金、社債は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は 長で決算日後５年であ

ります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 営業債権については、債権管理規程に従い、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング

し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽

減を図っております。 

 非上場の外国債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスク

は僅少であります。 

 デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券は、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

 デリバティブ取引については、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は管理本部が行っております。

月次の取引実績は、担当役員まで報告されております。 

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

 各事業部門からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

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

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

とにより、当該価額が変動することがあります。 

  

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

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

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

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

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）完成工事未収入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

(4）投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関

する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

負 債 

(1）支払手形、(2）工事未払金、(3）短期借入金、(4）１年内返済予定の長期借入金、(5）１年内償還予

定の社債 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

(6）社債、(7）長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規起債及び新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

 重要性がないため記載しておりません。 

  
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 (千円) 差額 (千円) 

(1）現金及び預金  714,933  714,933  －

(2）受取手形  159,940  159,940  －

(3）完成工事未収入金  1,901,225  1,901,225  －

(4）投資有価証券                  

その他有価証券  54,220  54,220  －

 資産計  2,830,319  2,830,319  －

(1）支払手形  550,807  550,807  －

(2）工事未払金  563,880  563,880  －

(3）短期借入金  489,000  489,000  －

(4）１年内返済予定の長期借入金   285,900  285,900  －

(5）１年内償還予定の社債  100,000  100,000  －

(6）社債  320,000  316,390  △3,609

(7）長期借入金   143,500  139,236  △4,263

 負債計  2,453,088  2,445,215  △7,873

デリバティブ取引  －  －  －



２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると

見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認めれるものであるため、「(4）投資有価

証券」には含めておりません。  

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額  

４．社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

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

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

  

区分 
貸借対照表計額 

(千円) 

非上場外国債券  100,000

  
１年以内 

(千円) 

１年超５年以内

(千円) 

５年超10年以内 

(千円) 

10年超   

(千円) 

現金及び預金  714,933  －  －  －

受取手形  159,940  －  －  －

完成工事未収入金  1,901,225  －  －  －

投資有価証券                        

その他有価証券のうち満期の 

あるもの 
                       

債券（社債）  －  －  －  100,000

合計  2,776,099  －  －  100,000

  
１年以内  
(千円) 

１年超 
２年以内  
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超   
(千円) 

社債  100,000  100,000  100,000  100,000  20,000  －

長期借入金  285,900  83,500  60,000  －  －  －

合計  385,900  183,500  160,000  100,000  20,000  －



前事業年度（平成21年３月31日現在） 

 当事業年度において子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

  (注) １．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

また、30％以上50％未満の下落をしている銘柄については、時価の回復可能性を検討して減損処理の要否

を判断しております。 

２．非上場外国債券（貸借対照表計上額 100,000千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて

困難と認めれるものであるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 デリバティブ取引は、重要性がないため記載しておりません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額

(千円) 
取得原価 (千円) 差額 (千円)

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

 株式 27,550  22,608 4,941

小計 27,550  22,608 4,941

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

 株式 26,670  37,984 △11,314

小計 26,670  37,984 △11,314

合計 54,220  60,593 △6,373

種類  売却額 (千円) 売却益の合計額 (千円) 売却損の合計額 (千円)

 株式  65  －  11

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）



  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

    

（税効果会計関係）

前事業年度 
 (平成21年３月31日) 

当事業年度 
 (平成22年３月31日) 

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動資産）     

賞与引当金損金算入限度超過額 千円21,032

未払事業税否認 千円6,303

未払事業所税否認 千円373

完成工事補償引当金損金算入 
限度超過額 千円1,219

工事損失引当金損金算入限度 
超過額 千円392

法定福利費否認 千円2,401

計 千円31,719

  

  

  

繰延税金資産（固定資産）     

減損損失損金不算入額 千円33,867

関係会社株式評価損損金不算入額 千円14,853

会員権評価損否認 千円12,259

会員権貸倒引当金否認 千円19,067

その他会員権評価損否認 千円7,733

その他会員権貸倒引当金否認  千円17,989

投資有価証券評価損等否認 千円9,587

その他有価証券評価差額金 千円3,460

小計 千円118,818

評価性引当額 千円△115,358

計 千円3,460

繰延税金資産合計 千円35,180

繰延税金資産（流動資産）     

税務上の繰越欠損金 千円60,625

賞与引当金損金算入限度超過額 千円17,908

未払事業税否認 千円1,806

未払事業所税否認 千円350

完成工事補償引当金損金算入 
限度超過額 千円1,257

工事損失引当金損金算入限度 
超過額 千円5,175

法定福利費否認 千円2,364

小計 千円89,489

評価性引当額 千円△60,625

計 千円28,863

繰延税金資産（固定資産）     

減損損失損金不算入額 千円22,474

会員権評価損否認 千円12,259

会員権貸倒引当金否認 千円19,067

その他会員権評価損否認 千円5,698

その他会員権貸倒引当金否認  千円17,989

投資有価証券評価損等否認 千円9,587

その他有価証券評価差額金 千円2,593

小計 千円89,670

評価性引当額 千円△87,076

計 千円2,593

繰延税金資産合計 千円31,457

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.7

（調整）     

交際費等永久に損金に
算入されない項目 ％38.0

住民税均等割額 ％10.3

減損損失等 ％38.2

会員権評価損 ％142.0

投資有価証券評価損 ％25.1

未払事業税損金不算入額 ％4.7

その他 ％11.8

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 ％310.8

法定実効税率 ％40.7

（調整）     

交際費等永久に損金に
算入されない項目 ％23.9

住民税均等割額 ％2.8

合併に伴う評価損等の容認 ％△46.3

会員権評価損容認 ％△3.6

過年度法人税等 ％5.5

その他 ％2.5

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 ％25.5

（持分法損益等）



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。 

   

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

(1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

株式会社マサル（存続会社）、シーリング防水工事、メンブレン防水工事、改修工事に関する事業 

株式会社テクマ（消滅会社）、建築防水工事工具及び材料の販売、リース、レンタル業等 

(2）企業結合の法的形式 

当社を吸収合併存続会社、株式会社テクマ吸収合併消滅会社とする吸収合併方式 

(3）結合後企業の名称 

株式会社マサル  

(4）取引の目的を含む取引の概要 

① 企業結合の目的 

株式会社テクマは当社及び当社の協力企業からの受注がほとんどであるため、当社との事業の重複を

取り除くことで業務の効率化を図り、間接部門の統合等も必要と判断したためであります。 

② 吸収合併の期日 

平成21年４月１日 

③ 合併比率及び合併交付金  

 当社は株式会社テクマの発行株式の全株式を所有しているため、合併に際して新株式の発行、資本金

の増加または合併交付金の支払いはありません。  

    

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。 

    

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 賃貸等不動産関係は、重要性が乏しいため記載を省略しております。  

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

    

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）

（関連当事者情報）



  (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) の算定上の基礎は次のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社は、平成20年12月26日開催の取締役会において、当社100％子会社である株式会社テクマを吸収合併する決議

を行い、この決議に基づき平成21年４月１日に合併しております。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

（１株当たり情報）

  
前事業年度

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
 (自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 621.60 円 627.62

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失 (△) 

円 △19.26 円 9.61

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

区分
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) 

損益計算書上の当期純利益又は 
当期純損失 (△) (千円) 

 △80,465  42,258

普通株主に帰属しない金額 (千円)  －  －

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失 (△) (千円) 

 △80,465  42,258

普通株式の期中平均株式数 (株)  4,177,813  4,398,058

（重要な後発事象）



 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。また、構成比率は小数点第２位を四捨五入して表示してお

ります。 

  

該当事項はありません。 

＜参考＞個別工種別受注高・売上高・繰越高

区分 

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） 

比較増減（△は減） 

金額 (千円) 
構成比 

(％) 
金額 (千円) 

構成比

(％) 
金額 (千円) 

増減率

(％) 

受注高 

シーリング防水工事  5,416,472  56.9  4,290,449  55.2  △1,126,023  △20.8

メンブレン防水工事等  956,890  10.1  635,835  8.2  △321,056  △33.6

リニューアル工事  3,143,093  33.0  2,846,090  36.6  △297,003  △9.4

合  計  9,516,455  100.0  7,772,374  100.0  △1,744,082  △18.3

売上高 

シーリング防水工事  5,069,842  54.4  3,947,227  50.8  △1,122,615  △22.1

メンブレン防水工事等  1,012,451  10.9  797,556  10.3  △214,895  △21.2

リニューアル工事  3,229,195  34.7  3,019,663  38.9  △209,532  △6.5

合  計  9,311,488  100.0  7,764,446  100.0  △1,547,042  △16.6

繰越高 

シーリング防水工事  2,600,710  55.1  2,943,932  62.2  343,222  13.2

メンブレン防水工事等  540,263  11.4  378,542  8.0  △161,721  △29.9

リニューアル工事  1,582,939  33.5  1,409,366  29.8  △173,573  △11.0

合  計  4,723,912  100.0  4,731,840  100.0  7,928  0.2

６．その他
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