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1.  22年9月期の業績（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年9月期 19,309 △13.8 634 △3.1 874 3.1 317 △22.4

21年9月期 22,410 10.6 655 ― 848 239.1 409 ―

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9月期 21.75 ― 1.6 3.1 3.3
21年9月期 28.02 ― 2.1 3.1 2.9

（参考） 持分法投資損益 22年9月期  ―百万円 21年9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9月期 27,782 19,824 71.4 1,358.50
21年9月期 28,047 19,724 70.3 1,351.22

（参考） 自己資本  22年9月期  19,824百万円 21年9月期  19,724百万円

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9月期 5,703 △520 181 7,381
21年9月期 △644 △32 △119 2,016

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9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 116 28.6 0.6
22年9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 116 36.8 0.6

23年9月期 
（予想）

― 0.00 ― 8.00 8.00 ―

3.  23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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

8,500 △3.3 △200 ― △120 ― △70 ― △4.80

通期 15,000 △22.3 △500 ― △350 ― △210 ― △14.39
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

［（注） 詳細は、13ページ「重要な会計方針」をご覧ください。］ 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26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9月期 15,000,000株 21年9月期 15,000,000株

② 期末自己株式数 22年9月期 406,994株 21年9月期 402,485株

※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、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧くだ
さい。 
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 ①当期の経営成績 

2009年度に400万トンを割り込んだ鉄骨需要量は、新年度の4月以降も横ばいで推移しております。 

鉄骨単価も、ゼネコンの指し値攻勢や同業他社の過当競争など下落傾向が依然続いており、鋼材価格

も四半期ごとの契約となり、それに伴うゼネコンとの価格転嫁交渉や鋼材納期などの対応に苦慮してお

ります。 

このような中、当社は受注に鋭意努力しましたが、受注高は通期で前期比25.8%減の15,843百万円と

なりました。当期末の受注残高も、前期比19.0%減の14,790百万円にとどまりました。 

完成工事高も、工事進行基準の適用があるも、前期比で13.8%減の19,309百万円となりました。 

  

 （鉄骨事業） 

主な受注工事は、（仮称）新飯野ビル、（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画、（仮称）業平橋押上地

区街区開発建設工事のうち東街区建設、（仮称）中野四丁目開発計画区域5オフィス棟、東京電機大学

東京千住キャンパス建設および京王吉祥寺駅ビル改築であります。 

主な完成工事は、（仮称）一番町オフィスビル計画、中日新聞社品川開発計画、旧大和田小学校跡地

施設建設、（仮称）有明南プロジェクト、警視庁赤坂警察署庁舎（20）改築および大崎駅西口Ｃ地区開

発計画であります。 

  

 （プレキャストコンクリート事業） 

主な受注工事は、（仮称）八千代緑ヶ丘計画および（仮称）北新宿再開発マンション計画でありま

す。 

主な完成工事は、茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物および（仮称）全共連ビル建替

であります。 

  

当期は、工事完成基準を適用しておりました利益率の高い前期繰越工事が完成計上されたことによ

り、634百万円の営業利益となりました。（前期は655百万円） 

営業外損益は、鉄屑売却益の増加等により前期比46百万円増の239百万円の益となり、結果として874

百万円の経常利益となりました。（前期は848百万円） 

当期純利益は、税効果会計における評価性引当額の増加により税金費用が増えるため、317百万円と

なりました。（前期は409百万円） 

  

 ②次期の見通し 

次期も、「仕事がない」「受注しても赤字」という極めて厳しい受注環境が続くと思われ、営業損失

を予想せざるを得ない状況であります。 

完成工事高15,000百万円（当期比4,309百万円減）、営業損失500百万円（当期比1,134百万円減）、

経常損失350百万円（当期比1,224百万円減）の見込みであります。 

1.  経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債、純資産の状況に関する分析 

総資産は、前事業年度の28,047百万円から27,782百万円に264百万円減少しました。これは、売上債
権の減少による現金及び預金の増加や土地購入による有形固定資産の増加があるものの、未成工事支出
金の大幅な減少によるものです。 
総負債は、未払法人税等、未成工事受入金、工事損失引当金、長期借入金が増加するも、工事未払金
が大幅に減少したことにより、364百万円の減となりました。 
純資産は、その他有価証券評価差額金の減少があるも、前期利益処分による利益剰余金の増加によ
り、100百万円の増となりました。 
  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益892百万円に減価償却費等の非資金費用の
調整のほか、売上債権、未成工事支出金の大幅な減少、仕入債務の大幅な減少および未成工事受入金の
増加等により、5,703百万円の資金増加となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産、投資有価証券の取得による支出により、520百万
円の資金減少となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等による支出があるも、長期借入れによる収入
により、181百万円の資金増加となりました。 
以上の結果、「現金及び現金同等物」は5,364百万円増加し、当期末残高は7,381百万円となりまし
た。 
  

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  
※株式時価総額は 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

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

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

※計算の結果がマイナスとなる場合は、「－」で表示しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期

自己資本比率（％） 66.2 72.7 71.8 70.3 71.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

24.5 22.7 14.6 14.2 12.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

25.2 ― 241.1 ― 12.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

533.2 ― 30.5 ― 666.2
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当社の配当の基本的な方針は、収益状況に見合った配当を安定的に行うとともに、競争が厳しい鉄骨
業界において、企業体質の強化及び事業の伸展による経営の安定を図りたく、そのために内部留保を充
実させることを勘案して決定することであります。 
当期の配当につきましては、上記基本方針に基づき、期末配当金を1株当たり8円とする案を株主総会
にお諮りする予定です。 
次期の配当につきましても、鉄骨の受注環境は需要量・単価の両面での不透明感が一層増すと思われ
ますが、期末に1株当たり8円を予定しております。 
  

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のも
のがあります。 

  
① 事業環境について 

当社の主力製品である建築鉄骨は、オフィスビル、工場、商業施設、公共施設等に使用されます。需
要家区分では、民間向けが主であります。したがって、当社の業績は民間の建築投資の動向により影響
を受ける可能性があります。 
  
② 完成工事未収入金等の債権回収リスクについて 
当社の主な顧客は総合工事業者（いわゆる「ゼネコン」）であります。決済条件の関係から未成工事
の収支差を加えた「広義」の売上債権は多額となっております。成約および決済条件の約定に際して
は、顧客の信用状態に十分留意することを旨としております。 

  

最近の有価証券報告書（平成21年12月21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。 

  

建設業は人間社会に不可欠の事業であるとの信念のもと、当社は、斯業の発展、高度化に身を投じ、

進んで変革、脱皮を遂げ続けるということを経営の基本方針としております。 

  当社は、日々の事業活動において、「より良い品を、より安く、より早く」を貫き通すことを社是と

しておりますが、この原則が人々の営みの基礎にあってこそ、社会は発展するということを信じて疑わ

ないからであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2.  企業集団の状況

3.  経営方針
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4. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,016,826 7,381,139

受取手形 ※1 881,305 ※1 33,223

完成工事未収入金 7,177,726 5,998,230

未成工事支出金 9,848,156 ※3 5,602,394

材料貯蔵品 262,125 218,766

前払費用 6,647 6,285

未収入金 416,961 905,752

繰延税金資産 50,120 －

その他 13,180 3,610

貸倒引当金 △28,344 △11,962

流動資産合計 20,644,706 20,137,440

固定資産

有形固定資産

建物 4,025,641 4,074,973

減価償却累計額 △2,823,092 △2,895,500

建物（純額） 1,202,549 1,179,472

構築物 778,800 782,370

減価償却累計額 △651,513 △668,228

構築物（純額） 127,287 ※2 114,141

機械及び装置 4,429,880 4,404,628

減価償却累計額 △3,894,249 △3,968,799

機械及び装置（純額） 535,631 ※2 435,829

車両運搬具 85,842 80,013

減価償却累計額 △78,512 △75,501

車両運搬具（純額） 7,330 4,512

工具、器具及び備品 222,876 225,358

減価償却累計額 △208,621 △211,944

工具、器具及び備品（純額） 14,254 13,413

土地 3,812,373 4,227,781

有形固定資産合計 5,699,425 5,975,151

無形固定資産

借地権 2,400 2,400

その他 15,834 20,094

無形固定資産合計 18,234 22,494

投資その他の資産

投資有価証券 1,340,459 1,269,441

関係会社株式 4,650 4,650

関係会社長期貸付金 10,000 7,250

長期前払費用 9,623 6,667

役員保険料 141,385 136,822

繰延税金資産 151,694 199,559

その他 32,046 30,388

貸倒引当金 △5,000 △7,250

投資その他の資産合計 1,684,860 1,647,528

固定資産合計 7,402,520 7,645,174

資産合計 28,047,227 27,782,614
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 4,218,318 2,337,900

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 － 68,110

リース債務 772 772

未払金 － 94,374

未払費用 173,120 162,044

未払法人税等 11,155 464,778

繰延税金負債 － 1,776

未成工事受入金 2,495,130 2,780,745

預り金 41,154 38,577

工事損失引当金 － 280,121

賞与引当金 82,200 57,568

その他 97,353 280,194

流動負債合計 7,519,205 6,966,963

固定負債

長期借入金 － 231,890

リース債務 4,054 3,282

退職給付引当金 668,945 616,218

役員退職慰労引当金 102,850 111,784

その他 27,771 27,871

固定負債合計 803,622 991,047

負債合計 8,322,828 7,958,011

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金

資本準備金 572,129 572,129

資本剰余金合計 572,129 572,129

利益剰余金

利益準備金 238,872 238,872

その他利益剰余金

配当平均積立金 285,000 335,000

固定資産圧縮積立金 26,452 24,152

別途積立金 17,168,000 17,318,000

繰越利益剰余金 453,371 456,354

利益剰余金合計 18,171,697 18,372,380

自己株式 △126,708 △127,860

株主資本合計 19,572,609 19,772,140

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 151,789 52,462

評価・換算差額等合計 151,789 52,462

純資産合計 19,724,399 19,824,603

負債純資産合計 28,047,227 27,782,614
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(2) 損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

完成工事高 22,410,809 19,309,237

完成工事原価 21,066,504 ※1 17,982,753

完成工事総利益 1,344,304 1,326,484

販売費及び一般管理費

役員報酬 75,700 86,110

従業員給料手当 288,429 298,605

退職給付費用 10,854 10,825

役員退職慰労引当金繰入額 9,117 9,274

法定福利費 41,872 47,505

福利厚生費 6,504 6,782

修繕維持費 5,036 4,375

事務用品費 12,123 12,741

通信交通費 32,194 32,960

動力用水光熱費 11,838 8,373

調査研究費 1,906 5,449

交際費 22,782 21,382

寄付金 80 30

地代家賃 27,189 26,163

減価償却費 19,527 18,083

租税公課 53,603 54,141

保険料 3,710 4,151

雑費 66,786 45,076

販売費及び一般管理費合計 689,256 692,033

営業利益 655,047 634,450

営業外収益

受取利息 13,050 5,860

受取配当金 16,924 10,267

不動産賃貸料 80,254 79,404

鉄屑売却益 48,687 86,907

受入家賃 24,846 －

その他 33,579 80,866

営業外収益合計 217,344 263,305

営業外費用

支払利息 5,051 7,838

貸倒引当金繰入額 4,010 2,479

たな卸資産評価損 12,321 －

賃貸費用 － 10,314

その他 2,492 2,673

営業外費用合計 23,874 23,306

経常利益 848,516 874,450
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,074 16,611

補償金 － 8,889

特別利益合計 1,074 25,500

特別損失

投資有価証券評価損 137,612 6,120

会員権評価損 － 1,800

その他 29,073 －

特別損失合計 166,685 7,920

税引前当期純利益 682,906 892,030

法人税、住民税及び事業税 9,677 459,344

法人税等追徴税額 － 43,018

法人税等調整額 264,080 72,205

法人税等合計 273,757 574,567

当期純利益 409,148 317,462
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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10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 955,491 955,491

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 955,491 955,491

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 572,129 572,129

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 572,129 572,129

資本剰余金合計

前期末残高 572,129 572,129

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 572,129 572,129

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 238,872 238,872

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 238,872 238,872

その他利益剰余金

配当平均積立金

前期末残高 285,000 285,000

当期変動額

配当平均積立金の積立 － 50,000

当期変動額合計 － 50,000

当期末残高 285,000 335,000

固定資産圧縮積立金

前期末残高 29,078 26,452

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △2,626 △2,300

当期変動額合計 △2,626 △2,300

当期末残高 26,452 24,152

別途積立金

前期末残高 17,168,000 17,168,000

当期変動額

別途積立金の積立 － 150,000

当期変動額合計 － 150,000

当期末残高 17,168,000 17,318,000

繰越利益剰余金

前期末残高 158,452 453,371

当期変動額

剰余金の配当 △116,855 △116,780

配当平均積立金の積立 － △50,000

固定資産圧縮積立金の取崩 2,626 2,300

別途積立金の積立 － △150,000

当期純利益 409,148 317,462

当期変動額合計 294,919 2,982

当期末残高 453,371 456,354
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

利益剰余金合計

前期末残高 17,879,403 18,171,697

当期変動額

剰余金の配当 △116,855 △116,780

配当平均積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 409,148 317,462

当期変動額合計 292,293 200,682

当期末残高 18,171,697 18,372,380

自己株式

前期末残高 △124,436 △126,708

当期変動額

自己株式の取得 △2,271 △1,151

当期変動額合計 △2,271 △1,151

当期末残高 △126,708 △127,860

株主資本合計

前期末残高 19,282,588 19,572,609

当期変動額

剰余金の配当 △116,855 △116,780

当期純利益 409,148 317,462

自己株式の取得 △2,271 △1,151

当期変動額合計 290,021 199,530

当期末残高 19,572,609 19,772,140

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 71,253 151,789

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80,535 △99,326

当期変動額合計 80,535 △99,326

当期末残高 151,789 52,462

評価・換算差額等合計

前期末残高 71,253 151,789

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80,535 △99,326

当期変動額合計 80,535 △99,326

当期末残高 151,789 52,462

純資産合計

前期末残高 19,353,842 19,724,399

当期変動額

剰余金の配当 △116,855 △116,780

当期純利益 409,148 317,462

自己株式の取得 △2,271 △1,151

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80,535 △99,326

当期変動額合計 370,557 100,204

当期末残高 19,724,399 19,824,603
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(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年10月１日
至 平成21年９月30日)

当事業年度
(自 平成21年10月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 682,906 892,030

減価償却費 249,587 232,947

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,935 △14,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） △80,836 △52,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,618 8,934

受取利息及び受取配当金 △29,975 △16,127

支払利息 5,051 7,838

投資有価証券評価損益（△は益） 137,612 6,120

損害賠償損失 12,500 1,000

会員権評価損益（△は益） － 1,800

売上債権の増減額（△は増加） △2,262,515 1,535,967

未成工事支出金の増減額（△は増加） △558,839 4,245,762

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 118,585 43,359

仕入債務の増減額（△は減少） 195,294 △1,880,419

未成工事受入金の増減額（△は減少） 504,550 285,614

その他 169,421 445,734

小計 △845,106 5,743,702

利息及び配当金の受取額 29,975 16,127

利息の支払額 △4,937 △8,561

損害賠償金の支払額 △12,500 △1,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 187,838 △47,094

営業活動によるキャッシュ・フロー △644,730 5,703,174

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 △64,189 △411,267

有形固定資産の売却による収入 － 1,406

無形固定資産の取得による支出 △410 △9,905

投資有価証券の取得による支出 △2,931 △102,999

投資有価証券の売却による収入 43,049 －

貸付けによる支出 △10,300 △300

貸付金の回収による収入 3,180 2,750

その他 △1,021 158

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,622 △520,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 300,000

自己株式の取得による支出 △2,271 △1,152

配当金の支払額 △116,855 △116,780

その他 △579 △772

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,705 181,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △797,057 5,364,313

現金及び現金同等物の期首残高 2,813,883 2,016,826

現金及び現金同等物の期末残高 2,016,826 7,381,139
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該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

1.有価証券の評価基準及び 
評価方法

(1)満期保有目的の債券 (1)満期保有目的の債券
償却原価法 同左

(2)子会社株式及び関連会社株式 (2)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 同左

(3)その他有価証券 (3)その他有価証券

①時価のあるもの ①時価のあるもの

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

同左

②時価のないもの ②時価のないもの

移動平均法による原価法 同左

2.棚卸資産の評価基準及び 
評価方法

(1)未成工事支出金・材料 (1)未成工事支出金・材料
個別法による原価法 同左

(材料については、貸借対照表価額は収
益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定)

(2)貯蔵品 (2)貯蔵品

移動平均法による原価法 同左

(貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定)

（会計方針の変更）
当事業年度より「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会 平成
18年７月５日 企業会計基準第９号）を適
用しております。
これによる損益に与える影響はありませ
ん。

―――― 
 

3.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) (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっています。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、定額法を採用してい
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
準によっています。

定率法によっています。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、定額法を採用してい
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
準によっています。

（追加情報）
平成20年度の法人税法の改正に伴い、当
事業年度より「機械及び装置」について
は、改正後の法人税法に基づく減価償却
方法を適用しております。
これによる損益に与える影響は軽微であ
ります。

――――

(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
なお、耐用年数については、法人税法に
規定する方法と同一の基準によっていま
す。
また、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法によっています。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)
同左
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前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。
(4)長期前払費用
定額法によっています。

(3)リース資産
同左

(4)長期前払費用
同左

4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に
備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
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います。

(1)貸倒引当金

同左

――――

(2)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います。

(2)賞与引当金 (3)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の
支給見込額のうち当期の負担額を計上し
ています。

同左

(3)退職給付引当金 (4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しています。 
なお、会計基準変更時差異（666百万円の
余剰）については、15年による按分額を
費用から控除しています。 
過去勤務債務及び数理計算上の差異は、
その発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定年数(９年)による定率法によ
り、翌期から費用処理することにしてい
ます。

  
 

―――― 
  
 
  
 
  
 

―――― 
 

従業員の退職給付に備えるため、期末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しています。  
なお、会計基準変更時差異（666百万円の
余剰）については、15年による按分額を
費用から控除しています。  
数理計算上の差異は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定年数(９
年)による定率法により、翌期から費用処
理することにしています。
（会計方針の変更）

当事業年度より「退職給付に係る会計基
準」の一部改正（その３）（企業会計基
準第19号  平成20年７月31日）を適用し
ております。
この変更による損益に与える影響はあり
ません。
また、本会計基準の適用に伴い発生する
退職給付債務の差額の未処理残高は
87,212千円であります。

(追加情報)
当社は、確定給付企業年金法の施行に伴
い、平成22年5月１日付けで退職給付制度
を改定して、適格退職年金制度から規約
型確定給付企業年金制度へ移行しており
ます。
この移行による損益に与える影響はあり
ません。

(4)役員退職慰労引当金 (5)役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に
備えるため、内規に基づく期末要支給額
を計上しています。

同左
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前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

5.完成工事高及び完成工事原 完成工事高の計上基準 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

価の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準によ
っております。 
  
 
  
 

完成工事高の計上は、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
適用しています。
（会計方針の変更）

当事業年度より「工事契約に関する会計
基準」（企業会計基準第15号 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）を適用し、当
事業年度に着手した工事から、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ます。
なお、平成21年９月30日以前に着手した
工事については工事完成基準を引き続き
適用しています。
この変更により当事業年度の完成工事高
は2,549百万円増加しましたが、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそ
れぞれ158百万円減少しています。

6.キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金
（現金及び現金同等物）は、手許現金、
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ヵ
月以内に償還期限の到来する短期投資か
らなっています。

同左

7.消費税等の会計処理 税抜方式によっています。 同左

(7) 重要な会計方針の変更

前事業年度 当事業年度

(自 平成20年10月１日 (自 平成21年10月１日

至 平成21年９月30日) 至 平成22年９月30日)

（リース取引に関する会計基準等の適用）
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会
平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計
基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改
正 平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号)を当
事業年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・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
た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計
処理に変更し、リース資産として計上しております。
なお、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９月30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
理を引き続き採用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

――――――
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前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30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 9千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

平成20年12月19日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しました。 

・普通株式の配当に関する事項 

(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年９月30日)

当事業年度 
(平成22年９月30日)

※1 受取手形裏書譲渡高                  381,755千円 ※1 受取手形裏書譲渡高                 395,796千円

―――――

※2 収用換地等に伴い取得した資産につきまして、直接
減額方式による圧縮記帳を適用しております。
その圧縮記帳額は、機械及び装置、構築物で60,060
千円であります。

―――――

※3 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支
出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示
しております。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支
出金のうち、工事損失引当金に対応する額は63,317
千円であります。

(損益計算書関係)

前事業年度 当事業年度
（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日
至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

―――――
※1 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額

は、280,121千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

摘要株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

（千株） （千株） （千株） （千株）

発行済株式

普通株式 15,000 ― ― 15,000

合計 15,000 ― ― 15,000

自己株式

普通株式 393 9 ― 402 注1

合計 393 9 ― 402

配当金の総額 116,855千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8円

基準日 平成20年９月30日

効力発生日 平成20年12月22日
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（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期となるもの 

平成21年12月18日開催の定時株主総会において、次のとおり決議する予定であります。 

・普通株式の配当に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30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4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

平成21年12月18日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しました。 

・普通株式の配当に関する事項 

 
  

（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期となるもの 

平成22年12月21日開催の定時株主総会において、次のとおり決議する予定であります。 

・普通株式の配当に関する事項 

配当金の総額 116,780千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8円

基準日 平成21年９月30日

効力発生日 平成21年12月21日

前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

摘要株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

（千株） （千株） （千株） （千株）

発行済株式

普通株式 15,000 ― ― 15,000

合計 15,000 ― ― 15,000

自己株式

普通株式 402 4 ― 406 注1

合計 402 4 ― 406

配当金の総額 116,780千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8円

基準日 平成21年９月30日

効力発生日 平成21年12月21日

配当金の総額 116,744千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8円

基準日 平成22年９月30日

効力発生日 平成22年12月22日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

摘          要

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸
借対照表に掲記されている科目の金
額との関係

現金及び預金 2,016,826 千円 7,381,139 千円
現金及び現金同等物 2,016,826 7,381,139

(リース取引関係)

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月1日 （自平成21年10月1日

至平成21年9月30日） 至平成22年9月30日）

１.ファイナンス・リース取引 １.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容 (1)リース資産の内容

①有形固定資産 ①有形固定資産

主として、工場における生産設備（機械及び装置）であ
ります。

同 左

(2)リース資産の減価償却の方法 (2)リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載
のとおりであります。

同 左

２. リース取引開始日が平成20年９月30日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っていま
す。

２. リース取引開始日が平成20年９月30日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っていま
す。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額 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 及び期末残高相当額

取得価額 減価償却 期末残高 取得価額 減価償却 期末残高

相 当 額 累計額相当額 相 当 額 相 当 額 累計額相当額 相 当 額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

機械及び装置 140,054 97,133 42,920 機械及び装置 130,798 104,127 26,670

工具、器具及び備品 6,476 6,367 108 工具、器具及び備品 ― ― ―

その他 20,287 13,775 6,511 その他 16,987 13,873 3,114

計 166,817 117,277 49,540 計 147,786 118,000 29,785

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 20,972 千円 1 年 内 14,062 千円

1 年 超 30,804 1 年 超 16,997

合   計 51,776 合  計 31,059

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 27,083 千円 支払リース料 21,834 千円

減価償却費相当額 25,377 減価償却費相当額 20,395

支払利息相当額 1,530 支払利息相当額 871

④減価償却費相当額の算定方法 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
によっています。

同 左

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法
によっています。

同 左
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1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  
2.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平
成22年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

 
  
4.当事業年度中に売却したその他有価証券 

 
  
5.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

(有価証券関係)

種  類

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

貸借対照表
時 価 差 額

貸借対照表
時  価 差 額

計上額 計上額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(1)時価が貸借対照表計上額を超え
ないもの

社  債 ― ― ― 100,000 98,750 △ 1,249

合  計 ― ― ― 100,000 98,750 △ 1,249

3.その他有価証券で時価のあるもの

種  類

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

取得原価
貸借対照表

差 額 取得原価
貸借対照表

差 額
計上額 計上額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(1)貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株  式 409,393 820,185 410,792 358,658 639,492 280,833

社  債 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

小  計 409,393 820,185 410,792 358,658 639,492 280,833

(2)貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株  式 89,658 69,593 △ 20,065 137,273 106,227 △ 31,045

社  債 165,840 153,630 △ 12,210 165,840 149,660 △ 16,180

その他 407,163 284,615 △ 122,548 406,763 261,625 △ 145,138

小  計 662,661 507,838 △ 154,823 709,876 517,512 △ 192,363

合  計 1,072,055 1,328,023 255,968 1,068,535 1,157,005 88,469

前事業年度 当事業年度

(自 平成20年10月１日 (自 平成21年10月１日

至 平成21年９月30日） 至 平成22年９月30日）

売却額（千円） 43,049 ―

売却益の合計額（千円） ― ―

売却損の合計額（千円） 12,773 ―

種  類

前事業年度 当事業年度

(平成21年９月30日) (平成22年９月30日)

(千円) (千円)

その他有価証券

非上場株式 12,436 12,436
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前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平

成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平

成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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

種  類

前事業年度 当事業年度

(平成21年９月30日) (平成22年９月30日)

1年以内
1年超 5年超

10年超 1年以内
1年超 5年超

10年超
5年以内 10年以内 5年以内 10年以内

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

債  券

その他 ― ― ― 153,630 ― 100,000 ― 149,660

合  計 ― ― ― 153,630 ― 100,000 ― 149,660

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） （自平成21年10月１日 至平成22年９月30日）

その他有価証券で時価のあるものについて、137,612千円
減損処理を行っています。

その他有価証券で時価のあるものについて、6,120千円減
損処理を行っています。

なお、市場価格がある有価証券の減損処理を行う場合の
基準は次のとおりであります。

同 左

①取得価額より時価が50％以上下落した場合。

合理的な反証がない限り、減損処理を行う。

②取得価額より時価が30％以上50％未満下落した場合
は、銘柄毎に減損処理検討を行う。

この個別銘柄が、以下のいずれかに該当する場合には
回復可能性がないものと判断し、減損処理の対象とす
る。

ａ．会社が債務超過の状態

ｂ．会社が２期連続損失で次期も損失が予想される場
合

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)
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前事業年度（自平成20年10月１日至平成21年９月30日） 
（追加情報） 

当事業年度より、「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。 
なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 
  

１ 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
  

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 
(注)上記(1)(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
1.材料の購入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 
2.工事請負金額につきましては、見積書を提出し、交渉により決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年10月１日至平成22年９月30日） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

(関連当事者情報)

種類 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主

伊藤忠丸紅

テクノスチ

ール㈱

東京都
3,000,000

鋼材販売 被所有 鋼材等購入
鋼材等購入(注1) 5,882,931 工事未払金 2,122,523

千代田区 工事請負等 直接17.3 工事請負
工事請負(注2) 135,280

完成工事
―

未収入金

種類 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主

(会社等）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

㈱メタルワ

ン建材

(㈱メタルワ

ンの子会社)

東京都
10,000,000

鋼材販売 被所有 鋼材等購入

鋼材等購入(注1) 1,563,994 工事未払金 477,241

千代田区 工事請負等 直接17.3 工事請負

工事請負(注2) ―
完成工事

―
未収入金

種類 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主

伊藤忠丸紅

テクノスチ

ール㈱

東京都
3,000,000

鋼材販売 被所有 鋼材等購入
鋼材等購入(注1) 3,398,936 工事未払金 963,323

千代田区 工事請負等 直接17.3 工事請負
工事請負(注2) 93,080

完成工事
73,801

未収入金
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(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 
(注)上記(1)(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
1.材料の購入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 
2.工事請負金額につきましては、見積書を提出し、交渉により決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

種類 会社等の名称 所在地
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主

(会社等）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

㈱メタルワ

ン建材

(㈱メタルワ

ンの子会社)

東京都
10,000,000

鋼材販売 被所有 鋼材等購入

鋼材等購入(注1) 453,940 工事未払金 269,868

千代田区 工事請負等 直接17.3 工事請負

工事請負(注2) ―
完成工事

―
未収入金
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(税効果会計関係)

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 272,198 千円 252,719 千円

会員権評価損 42,239 42,972

役員退職慰労引当金 41,860 45,496

工事損失引当金 ― 114,009

賞与引当金 33,140 26,360

減損損失 56,662 56,662

繰越欠損金 5,116 ―

その他 33,133 62,361

繰延税金資産小計 484,350 600,581

評価性引当額 △ 159,135 △ 348,438

繰延税金資産合計 325,215 252,143

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 18,155 16,576

その他有価証券評価差額金 104,179 36,007

その他 1,064 1,776

繰延税金負債合計 123,399 54,360

繰延税金資産の純額 201,815 197,782

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 2.0

受取配当金費等永久に益金に算入されない項目 △0.2

住民税均等割等 1.1

評価性引当額 20.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.4
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（注2）会計基準変更時差異（666百万円の余剰）については、15年による接分額を費用から控除しています。 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、確定給付企業年金制度および厚生年金基金制度
を設けています。
なお、当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けておりましたが、平成22年５月１日よ
り、確定給付企業年金法に基づく規約型確定給付企業年金制度に移行しております。

２．退職給付債務に関する事項

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

（１）退職給付債務 888,337 千円 881,295 千円

（２）年金資産 398,290 364,311

（３）未積立退職給付債務 (1)－(2) 490,047 516,984

（４）会計基準変更時差異の未処理額 △ 266,507 △222,089

（５）未認識数理計算上の差異 88,503 122,855

（６）未認識過去勤務債務 △ 894 ―

（７）退職給付引当金 (3)－(4)－(5)－(6) 668,945 616,218

３．退職給付費用に関する事項

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

（１）勤務費用 47,702 千円 48,056 千円

（２）利息費用 18,769 17,767

（３）期待運用収益 6,021 5,974

（４）会計基準変更時差異の費用処理額 △ 44,418 △ 44,418

（５）数理計算上の差異の費用処理額 22,464 19,799

（６）過去勤務債務の費用処理額 △ 344 ―

（７）総合設立型厚生年金基金掛金等 30,548 29,594

（８）退職給付費用(1)＋(2)－(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7) 68,700 64,824

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

（１）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

（２）割引率 2.00% 0.93%

（３）期待運用収益率 1.50% 1.50%

（４）過去勤務債務及び

数理計算上の差異の処理年数 (注1) 9年 9年

（５）会計基準変更時差異の処理年数 (注2) 15年 15年

（注1）発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定率法により、翌期から費用処理することにして
います。
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 ５．厚生年金基金制度に関する事項 

前事業年度（自平成20年10月１日至平成21年９月30日） 

当社の厚生年金基金制度は、「自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができな

い」総合設立の厚生年金基金ですので、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理していま

す。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在） 

 
  

(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成21年９月30日現在） 

 
(3)補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,685百万円であり、償却期間

は20年であります。 

  

当事業年度（自平成21年10月１日至平成22年９月30日） 

当社の厚生年金基金制度は、「自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができな

い」総合設立の厚生年金基金ですので、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理していま

す。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成22年３月31日現在） 

 
  

(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成22年９月30日現在） 

 
(3)補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,221百万円であり、償却期間

は20年であります。 

  

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平

成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平

成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

年金資産の額 20,831 百万円

年金財政計算上の給付債務の額 30,928 百万円

差引額 △ 10,097 百万円

4.25 ％

年金資産の額 23,888 百万円

年金財政計算上の給付債務の額 27,440 百万円

差引額 △ 3,552 百万円

3.79 ％

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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1. １株当たり純資産額 

 
  

 
  

金融商品、賃貸等不動産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ます。 

  

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平

成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

１株当たり純資産額 1,351.22 円 1,358.50 円

１株当たり当期純利益 28.02 円 21.75 円

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、潜在株式が存在し
ないため記載していません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、潜在株式が存在しない
ため記載していません。

（注）算定上の基礎

前事業年度 当事業年度

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日）

純資産の部の合計額 19,724,399 千円 19,824,603 千円

純資産の部の合計額から控除
― ―

する金額

普通株式に係る期末純資産額 19,724,399 千円 19,824,603 千円

普通株式の発行済株式数 15,000,000 株 15,000,000 株

普通株式の自己株式数 402,485 株 406,994 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

14,597,515 株 14,593,006 株

2. １株当たり当期純利益

前事業年度 当事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

当期純利益 409,148 千円 317,462 千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 409,148 千円 317,462 千円

普通株式の期中平均株式数 14,600,934 株 14,594,626 株

(開示の省略)

(重要な後発事象)
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開示内容が定まった時点で開示します。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注および販売の状況

① 生産実績

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日
至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 84,169 22,227,556 95.6 56,403 13,841,303 94.8

プレキャスト
15,646 1,021,064 4.4 13,277 752,773 5.2

コンクリート

合  計 ― 23,248,620 100.0 ― 14,594,076 100.0

② 受注状況

イ．受注高

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日
至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 77,522 20,388,900 95.5 72,249 15,493,443 97.8

プレキャスト
15,103 969,734 4.5 6,622 349,906 2.2

コンクリート

合  計 ― 21,358,634 100.0 ― 15,843,350 100.0

ロ．受注残高

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日
至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 65,888 17,313,519 94.8 64,764 14,243,412 96.3

プレキャスト
15,741 943,300 5.2 10,773 547,519 3.7

コンクリート

合  計 ― 18,256,819 100.0 ― 14,790,931 100.0

③ 販売実績

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日
至平成21年９月30日） 至平成22年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 86,774 21,439,174 95.7 73,373 18,563,550 96.1

プレキャスト
14,567 971,634 4.3 11,590 745,687 3.9

コンクリート

合  計 ― 22,410,809 100.0 ― 19,309,237 100.0
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