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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 74,106 △3.0 2,150 5.3 2,252 8.8 1,352 34.1
22年3月期 76,367 9.3 2,042 18.1 2,070 11.0 1,008 156.3

（注）包括利益 23年3月期 1,097百万円 （△43.3％） 22年3月期 1,935百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 54.74 ― 6.7 3.7 2.9
22年3月期 40.77 ― 5.3 3.5 2.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 59,017 21,155 34.8 831.20
22年3月期 61,537 20,329 32.0 796.45

（参考） 自己資本   23年3月期  20,519百万円 22年3月期  19,694百万円

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

23年3月期 5,339 △669 △5,576 1,878
22年3月期 4,921 △3,978 △1,398 2,785

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 247 24.5 1.3
23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 247 18.3 1.2
24年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 31,000 6.6 170 △41.0 240 △34.9 130 △3.1 5.27
通期 77,000 3.9 2,000 △7.0 2,100 △6.8 1,100 △18.6 44.56



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 27,060,000 株 22年3月期 27,060,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 2,372,922 株 22年3月期 2,332,525 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 24,699,756 株 22年3月期 24,729,679 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 73,374 △2.3 2,150 4.6 2,252 8.1 1,345 30.1
22年3月期 75,080 10.2 2,055 21.4 2,084 15.2 1,033 179.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 54.46 ―
22年3月期 41.79 ―

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

23年3月期 57,914 20,234 34.9 819.62
22年3月期 60,876 19,413 31.9 785.08

（参考） 自己資本 23年3月期  20,234百万円 22年3月期  19,413百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法の基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中でありま
す。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
の経済情勢等によって予想値と異なる場合があります。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 30,500 6.4 240 △56.1 130 △49.6 5.27
通期 75,500 2.9 2,100 △6.8 1,100 △18.2 44.56
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（１）経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、不安定な世界情勢や円高に起因する景気の不透明感

がみられるものの、一部に改善の兆しが見え始めておりました。しかしながら、年度末に発生いたし

ました東日本大震災の国内経済に与える影響は計りしれず、先行きの情勢を見極めることが困難

な状況になっております。

　建設業界におきましては、民間設備投資や住宅投資の一部に明るさが見え始めつつありましたが、

総じて低迷を脱することができず、公共投資も減少基調が続くなど、受注環境は非常に厳しい状況

が続いております。

　こうした状況のもと、当社グループは第69期からスタートした第14次経営計画（平成21年度～

23年度）に基づき、当社を取り巻く環境とその課題を克服することで、優れた安定性と収益性、着実

な成長、社員が誇れる企業の実現、安全と技術の名工の確立を目指して、 8項目の重要項目を設

定し、その課題解決に向けて取組んでおります。

第70期の経営成績としまして、受注高は76 659百万円と前期比6 522百万円（9 3％）増加しました。

１．経営成績

　第70期の経営成績としまして、受注高は76,659百万円と前期比6,522百万円（9.3％）増加しました。

受注高の内訳は、土木工事が48,291百万円（前期比6.0％増加）、建築工事が28,368百万円（前期

比15.5％増加）であります。また、発注者別では、官公庁12,430百万円、鉄道関係44,394百万円、

民間19,834百万円で、その構成比率はそれぞれ16.2％、57.9％、25.9％となりました。

　売上高は、期初の繰越工事高が少なかったことが影響し、前期比2,261百万円（3.0％）減少して

74,106百万円となりました。売上高の内訳は、完成工事高が 73,434百万円、兼業事業売上高が

671百万円であります。完成工事高のうち、土木工事は49,730百万円（前期比  5.0％増加）、建築

工事は23,703百万円（前期比16.7％減少）であります。また、発注者別では、官公庁11,309百万円、

鉄道関係45,001百万円、民間17,123百万円で、その構成比はそれぞれ 15.4％、61.3％、23.3％と

なりました。　

　利益につきましては、売上高の減少、並びに工事利益率の低下により、売上総利益は前期比

567百万円（7.3％）減少し、7,222百万円となりました。販売費及び一般管理費は、前期比 675百万

円減少して5,071百万円となり、営業利益は前期比 107百万円(5.3％)増加の2,150百万円となりま

した。営業外収支は102百万円の利益となりましたので、経常利益は前期比 181百万円（8.8％）

増加して2,252百万円となりました。

　特別損益は158百万円の利益となり、税金等調整前当期純利益は前期比403百万円(20.1％)増

加して2,411百万円となりました。これに法人税等 1,052百万円、少数株主利益 7百万円を控除して、

当期純利益は前期比343百万円（34.1％）増加して1,352百万円となりました。
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　②当期の主な受注工事と完成工事

　　＜主な受注工事＞

一宮市 建住第67号　尾張一宮駅前ビル建設工事

鉄道建設運輸施設整備支援機構 北陸新幹線、津幡軌道敷設

㈱大京・㈱新日鉄都市開発 （仮称）枇杷島駅前プロジェクト

（株）フジトランスコーポレーション （仮称）フジトランスコーポレーション豊田倉庫新築工事

東海旅客鉄道（株） 笹子Ｔ軌道設備設置ほか

　　＜主な完成工事＞

ＪＲ東海不動産（株） 三島大宮町住宅（仮称）建設工事

東海旅客鉄道（株） 多治見駅改築（２）

鉄道建設運輸施設整備支援機構 九州新幹線（鹿児島）、八代軌道敷設

伊藤忠都市開発（株） （仮称）クレヴィア都島新築工事

国土交通省中部地方整備局 平成21年度　23号豊橋BP吉前高架橋下部工事

平成23年度は 東日本大震災の影響もあり 受注環境は前年以上に厳しいものと予想されます

③次期の見通し

　平成23年度は、東日本大震災の影響もあり、受注環境は前年以上に厳しいものと予想されます

が、官公庁と民間で増加を図り、例年並みの受注高を目指します。売上高は期初の繰越工事高

おります。利益につきましては、引続き不採算工事の受注抑制や収益管理の強化、並びに経費

節減に努め、安定収益の確保を図りますが、厳しい競争や資材価格の動向などを考慮して、若干

の減益を予想しております。 　　　　　　　　　　　　　　　

（２）財政状態に関する分析

　　①資産、負債、純資産の状況

総資産 59 017百万円（前期比 2 520百万円 4 1％減少）

が前期比約33億円増加しておりますので、77,000百万円　(2,894百万円,3.9％増加）を見込んで

通期 第２四半期 通期 第２四半期 通期 第２四半期

受注高（百万円） 76,659 35,177 76,500 33,000 △159 △2,177

売上高（百万円） 74,106 29,087 77,000 31,000 2,893 1,912

営業利益（百万円） 2,150 287 2,000 170 △150 △117

経常利益（百万円） 2,252 368 2,100 240 △152 △128

当期純利益（百万円） 1,352 134 1,100 130 △252 △4

1株当たり当期純利益（円） 54.74 5.43 44.56 5.27 △10.18 △0.16

1株当たり配当金（円） 10 5 10 5 - -

前期比較70期実績 71期予想

　　　　・総資産　　　 　59,017百万円（前期比 2,520百万円、4.1％減少）

　　　　・負債　　  　　　37,861百万円（前期比　3,346百万円、8.1％減少）

　　　　・純資産         21,155百万円（前期比　  825百万円、4.1％増加）
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　　②キャッシュ・フローの状況

　　　　当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,878百万円となり、前連結会計年度末

　　　に比べ907百万円減少しました。

　　　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

　　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,411百万円、減価償却費

　　　　1,193百万円、売上債権の減少1,955百万円などが寄与して5,339百万円と大幅な収入超過とな

　　　　りました。（前期は4,921百万円の収入超過）

　　　　

　　＜投資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・フローは、投資有価証券の売却による収入345百万円がありまし

　　　　たが、有形固定資産の取得による支出900百万円がありましたので、669百万円の支払超過と

　　　　なりました。（前期は3,978百万円の支払超過）　　　

　　＜財務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・フローは、長短借入金を前期末比5,305百万円返済しましたので　

　　　5,576百万円の支払超過となりました。（前期は1,398百万円の支払超過）

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

　　　（注）自己資本比率 ：自己資本/総資産

　　　　　　時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額/総資産

　　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比：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

　　　　　　　１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　　　　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。

　　　　　　　３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　　　　４．有利子負債は連結貸借対照表に計上し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。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　 当社は安定収益を確保し、財務体質の強化を図りつつ安定配当を堅持することを基本方針とし

　　　ており、平成17年3月期からは年10円配当を継続しております。

　　　　配当支払については、中間・期末の年２回配当を実施しており、平成22年11月に 1株につき

　　　5円をお支払しました。当期の期末配当も1株につき5円を予定しております。
　　　　次期配当につきましても、中間・期末の合計で1株につき年10円の配当を予定しております。

自己資本比率（％） 33.7 30.4 31.4 32.0 34.8

時価ベースの自己資本比率 24.9 26.6 25.7 21.3 18.8

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） － － 13.6 3.8 2.3

インタレスト・
カバレッジ・レシオ（倍） － － 7.2 27.4 31.3

平成22年3月期平成19年3月期 平成20年3月期 平成23年3月期平成21年3月期
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（４）事業等のリスク

　　　当社グループの事業展開に関連し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク

　　としましては、以下のようなものが考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、当連

　　結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　　　当社グループは、これらのリスクや不確定要因に対して、予防や分散・リスクヘッジ等に努め、

　　企業活動への影響を最小限に軽減できるよう対応してまいります。　

　　①建設投資の動向

　　　　当社グループの受注・売上高は、公共投資や民間企業の設備投資に負うところが大きく、国

　　　内景気に影響されやすいものとなっております。公共投資の縮小、民間設備投資の減少は当

　　　社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　②事故防止と安全確保

　　　　日頃より事故防止と安全確保は最重要な経営課題のひとつとして全社をあげて取組んでおり

　　　ますが、万一、重大な業務事故等が発生しますと、社会的信用と主要なお客様の信頼を損なう

　　　リスクがあります。

　　③原材料価格・工賃の高騰

　　　　鋼材をはじめとする資材価格や工賃が高騰し、請負金額に転嫁されない場合には、当社グル

　　　ープの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　④信用リスク

当社グループは建設業であるため、１件当たりの取引は多額であります。信用リスク管理には　　　　当社グル プは建設業であるため、１件当たりの取引は多額であります。信用リスク管理には

　　　細心の注意を払っておりますが、資金の回収が滞ったり、最終的に貸倒損失となることは当社

　　　グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑤完成工事に対する瑕疵担保責任

　　　　建設事業者として、工期や品質等については常に細心の注意を払っておりますが、工期遅延

　　　や完成工事に対する瑕疵が発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

　　　があります。

　　⑥保有資産の下落リスク

　　　　当社グループは有価証券、土地等を相当額保有しています。将来株式や土地の時価が大きく

　　　下落した場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

＜連結の範囲及び持分法の適用に関する事項＞

　　①連結の範囲

　　　当期において増減はありませんでした。

　　②持分法の適用

　　　当期において増減はありませんでした。

２．企業集団の状況

制を受けており、これらの改廃や新たな規制の新設、適用基準の変更等が行われた場合には、

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑦法的規制等　　

　建設事業の遂行は、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法、独占禁止法等による法的規

　　　上記以外の項目については、最近の有価証券報告書（平成22年６月25日提出）における「事業

　　系統図(事業内容）」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。
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３．経営方針

（１）経営の基本方針

　　　当社およびグループ各社は、「誠実」ならびに「和して同ぜず」を社訓とし、企業

　　理念として「私たちは安全第一を旨とし、お客様の満足が得られるものを誠実の心と

　　先端の技術力でつくりあげ、未来に夢と希望を託せる働きがいのある企業を目指すと

　　ともに、社業の発展を通じて広く社会に貢献します。」と定めております。建設業を

　　営む企業として、安全第一に仕事を遂行し、持てる技術力を最大限に投入して品質を

　　確保することでお客様の高い評価を得るとともに、時代の趨勢や経営環境の変化に柔

　　軟に対応して経営基盤の強化を図り、安定収益の確保と財務基盤の健全性を維持して

　　いくことを基本方針としております。

（２）中期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題

　建設業界におきましては、建設需要は長期低落基調にあり海外進出も高リスクで障壁が

高いなかで、業界の整理統合も進んでおりません。限られた需要を巡って熾烈な競争が展

開され、収益性は低く、若年層における建設業離れは依然として続くなど、いまだ建設業

界は正当な社会的評価を受けるに至っておりません。

　このような環境のもと、当社では、第14次経営計画（平成21年4月～平成24年3月）を策

定し、平成21年度（第69期）からスタートさせました。この計画では、堅実な経営のもと

で確実に仕事を遂行し、安定的な利益体質をより確実なものとすることを目指しておりま

す。具体的には、「名工DNAの新たな進化と確実な継承」と「安全と技術の名工」の確立

をスローガンとし、優れた安定性と収益性、着実な成長、社員が誇れる企業を実現するこ

となどを目標にしております。

　これらの目標を実現するための経営重要項目として、安全の確保など8項目を掲げており

ますが、今後の展望を踏まえて、「官公庁工事における競争力の向上」、｢民間工事におけ

るコスト競争力の強化」並びに「維持・補修・改良・改築分野での実績の積上げ」を最重

要項目として位置付け、全社を挙げて取組んでおります。

　また、建設業界は今後とも厳しい環境が予想されますので、経営の安定性と耐久力を維

持するためには、コスト競争力の強化、技術力の強化、財務体質の改善などを推し進める

ことが極めて重要であります。このため、将来を見据えた改革施策としまして、集中購買

の強化に着手しましたほか、組織の改編、人事制度の改革などの検討も進めております。

財務体質改善に向けては、収益力の強化に加えて、不要不急資産の処分や投資の選別強化

を推進しております。
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社…㈱大軌、㈱ビルメン、名工商事㈱、㈱静軌建設他1社で非連結子会社は

　ありません。

２．持分法の適用に関する事項

　　当社の関連会社（㈱濃建他14社）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

　　軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社のうち㈱ビルメン他1社の決算日は2月28日であります。連結財務諸表の作成に当

　　たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、3月1日から連結決算日3月

　　31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

　（１）その他有価証券で時価のあるものは、期末日の市場価額等に基づく時価法（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）、時価のないものについては、

　　　　移動平均法による原価法によっており、デリバティブの評価は、時価法によっております。

　（２）販売用不動産：個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法により算定）

　　　未成工事支出金：個別法による原価法

材料貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価　　　材料貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法により算定）

　（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法は以下によっております。

　　　①有形固定資産（リース資産を除く）：定率法

　　　　　　　　　　　　　　ただし、テナントビル等及び平成10年4月1日以降取得した建物については

　　　　　　　　　　　　　　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）：定額法

　　　　　　　　　　　　　　なお、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おります。

　　　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については、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）重要な引当金の計上方法は、以下によっております。

　　①貸倒引当金

　　　　　債権の貸倒れによる損失額に備えるため、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

　　　　　完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する

　　　　将来の見積補償額に基づいて計上しております。

　　③工事損失引当金

　　　　　受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち連結会計年度末において損失が確

 　　　実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事については、翌連結会計年度

 　　　以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。

　　④賞与引当金

　　　　　従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお

　　　　ります。

　　⑤役員賞与引当金

　　　　　役員の賞与の支払いに備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。
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　　⑥退職給付引当金
　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資
　　　　産の見込額に基づき計上しております。
　  　　過去勤務債務は、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(５年)による
　　　　定額法により発生の連結会計年度から費用処理をしております。
　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(１５年)
　　　　による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。
　　　　連結子会社においては簡便法によっております。
　　⑦役員退職慰労引当金
　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社においては内規に基づく子会社の
　　　　事業年度末要支給額を計上しております。
　（５）特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。
　（６）完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら
　　　　れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工
　　　　事については工事完成基準を適用しております。
　（７）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。
　（８）連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価法によっております。

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し
　　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ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
（資産除去債務に関する会計基準の適用）（資産除去債務に関する会計基準の適用）
　　　　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成
　　　20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
　　　第21号　平成20年3月31日）を適用しております。
　　　　なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に
　　　与える影響はありません。

（８）表示方法の変更
(連結損益計算書）
　　　　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成
　　　20年12月26日）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
　　　部を改正する内閣府令」（平成21年 3月24日内閣府令第5号）を適用し、「少数株主損益
　　　調整前当期純利益」の科目で表示しております。

（９）追加情報
(連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書）
　　　　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成
　　　22年6月30日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括
　　　利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等
　　　合計」の金額を記載しております。

（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）
（前連結会計年度） （当連結会計年度）

１． 保 証 債 務 額 38 百万円 28 百万円

２． 受 取 手 形 割 引 高 1,425 百万円 440 百万円
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

１．当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
親会社株主に係る包括利益 1,920 百万円
少数株主に係る包括利益 14 百万円

計 1,935 百万円

２．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
その他有価証券評価差額金 920 百万円

計 920 百万円

（連結株主資本変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加　6千株は、単元未満株式の買取による増加
　　6千株であります。

前連結会計 増加 減少 当連結会計

年度末株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,327 6 1 2,332

千株であります。
　　普通株式の自己株式の株式数の減少 1千株は、単元未満株式売渡請求に基づき売却
　　した1千株であります。

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

当連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23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に関する事項

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加40千株は、単元未満株式の買取による増加

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年
5月18日 普通株式 123百万円 5円
取締役会

利益
剰余金

平成22年
6月10日

平成22年
3月31日

決議
株式の
種類

1株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成21年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成21年
11月4日 普通株式 5円
取締役会

配当金の総額

123百万円

123百万円

平成21年
6月11日

平成21年
9月30日

平成21年
11月26日

平成21年
3月31日

前連結会計 増加 減少 当連結会計

年度末株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,332 40 0 2,372

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加 千株は、単元未満株式の買取による増加
　　40千株であります。
　　普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式売渡請求に基づき売却
　　した0千株であります。
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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

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載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　連結貸借対照表計上額 2,785 百万円 1,878 百万円
現金及び現金同等物 2,785 百万円 1,878 百万円

決議
株式の
種類

1株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成22年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成22年
11月1日 普通株式 5円
取締役会

平成22年
9月30日

平成22年
11月25日

配当金の総額

123百万円

123百万円

平成22年
3月31日

平成22年
6月10日

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年
5月18日 普通株式 123百万円 5円
取締役会

平成23年
3月31日

利益
剰余金

平成23年
6月9日

（セグメント情報等）

前連結会計年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

１．事業の種類別セグメント情報
　　　前連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）
　　　　全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計に占める建設事業の割合がいずれも
　　　　９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報を省略しております。

２．所在地別セグメント情報
　　　前連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）
　　　　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

３．海外売上高
　　　前連結会計年度（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）
　　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

１．報告セグメントの概要
　　　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手
　　可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を
　　行う対象となっているものであります。
　　　当社は、「建設事業」及び「不動産事業等」の２つの報告セグメントとしております。
　　　「建設事業」は建設工事全般に関する事業を、「不動産事業等」は不動産の売買及び賃貸等に
　　関する不動産事業等を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
　　　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、｢連結財務諸表作成のための基本となる
　　　重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの
　　　数値であります。
　　　セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
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前連結会計年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日） （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△5,740百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各報告

　　　　　セグメントに配分していない全社費用△5,737百万円が含まれております。全社費用は、

　　　　　報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　　　２．セグメント資産の調整額11,748百万円は、セグメントに帰属しない現金預金、投資有価証券

　　　　及び一般管理部門の資産であります。

　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 75,801 565 76,367 － 76,367

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

計 76,803 642 77,446 △1,078 76,367

セグメント利益又は損失（△） 7,786 △3 7,782 △5,740 2,042

セグメント資産 45,275 4,513 49,788 11,748 61,537

その他の項目

　　減価償却費 397 141 538 238 777

1,001 77 1,078 △1,078 －

報告セグメント

当連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日） （単位：百万円）

　　

（注）１．セグメント利益の調整額△5,062百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告

　　　　　セグメントに配分していない全社費用△5,078百万円が含まれております。全社費用は、

　　　　　報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　　　２．セグメント資産の調整額10,122百万円は、セグメントに帰属しない現金預金、投資有価証券

　　　　及び一般管理部門の資産であります。

　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

　　　当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針 （企業会計

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 73,434 671 74,106 － 74,106

　　セグメント間の内部売上高 2,523 58 2,582 △2,582 －

　　又は振替高

計 75,958 730 76,688 △2,582 74,106

セグメント利益 6,995 217 7,213 △5,062 2,150

セグメント資産 44,503 4,391 48,894 10,122 59,017

その他の項目

　　減価償却費 615 153 769 239 1,009

報告セグメント

　　平成21年3月27日）及び「セグメント情報等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20号　平成20年3月21日）を適用しております。
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(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 796.45 円 831.20 円

1株当たり当期純利益 40.77 円 54.74 円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益の算定上の基礎 （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 1,008 百万円 1,352 百万円

　　普通株式に係る当期純利益 1,008 百万円 1,352 百万円

　　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 － －

　　普通株式の期中平均株式数 24,729 千株 24,699 千株

(重要な後発事象）
該当事項ありません。

(開示の省略）(開示の省略）
　　 　リース取引、金融商品、賃貸等不動産、税効果会計、有価証券、退職給付等に関する注記

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
しております。
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（４）受注高・売上高・繰越高（個別）

（１）受注高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 45,564 65.8 48,282 64.0 2,718 6.0

建　　築　 23,708 34.2 27,166 36.0 3,458 14.6

計 69,273 100.0 75,449 100.0 6,176 8.9

官 公 庁 12,772 18.4 12,338 16.4 △434 △3.4

鉄道関係 41,508 59.9 44,394 58.8 2,885 7.0

民　　間 14,991 21.7 18,717 24.8 3,725 24.8

計 69,273 100.0 75,449 100.0 6,176 8.9

（２）売上高 （単位　　百万円）

 　区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

完 成 工 事 高 ％ ％ ％

土　　木 47,334 63.4 49,722 68.3 2,388 5.0

建　　築 27,271 36.6 23,055 31.7 △4,215 △15.5

計 74,605 100.0 72,778 100.0 △1,827 △2.4

官 公 庁 9,938 13.3 11,208 15.4 1,270 12.8

鉄道関係 44,944 60.3 45,001 61.8 56 0.1

民　　間 19,722 26.4 16,567 22.8 △3,154 △16.0

計 74,605 100.0 72,778 100.0 △1,827 △2.4

兼業事業売上高 474 ― 596 ― 121 25.5

総 売 上 高 75,080 ― 73,374 ― △1,705 △2.3

（３）次期繰越高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 34,317 67.2 32,877 61.2 △1,439 △4.2

建　　築　 16,760 32.8 20,872 38.8 4,111 24.5

計 51,078 100.0 53,749 100.0 2,671 5.2

官 公 庁 12,469 24.4 13,599 25.3 1,129 9.1

鉄道関係 27,900 54.6 27,293 50.8 △607 △2.2

民　　間 10,708 21.0 12,857 23.9 2,149 20.1

計 51,078 100.0 53,749 100.0 2,671 5.2
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（５）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

上記を除く貸借対照表関係、損益計算書関係、株主資本等変動計算書関係、リース取引関係
有価証券関係、税効果会計関係、1株当たり情報関係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おります。

　また、重要な後発事象に関する注記事項については該当事項はありません。

６．その他
（１）役員の異動

開示内容が定まった時点で開示します。

（２）その他
該当事項はありません。
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平成23年5月13日

 平成23年3月期  決算発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名工建設株式会社

１．経営成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　    　　（単位：百万円、％）

  　（１）当期の受注高は、官公庁は微減しましたが、民間と鉄道関係が増加し、全体では前期比

期 第68期 第69期 第70期

年度 21/3 22/3 23/3 増減額 増減率

受注高 75,322 70,136 76,659 6,522 9.3

売上高 69,862 76,367 74,106 △2,261 △3.0

売上総利益 6,812 7,789 7,222 △567 △7.3

営業利益 1,730 2,042 2,150 107 5.3

経常利益 1,866 2,070 2,252 181 8.8

税金等調整前純利益 912 2,008 2,411 403 20.1

当期純利益 393 1,008 1,352 343 34.1

前期比

　　　　　6,522百万円（9.3％）増加して76,659百万円となりました。

　　　　　これに対し売上高は、前年の受注高減少により期初の繰越工事が少なかったこと（前年

　　　　　比57億円減少）により、前期比2,261百万円（3.0%）減少して74,106百万円となりました。

    （２）利益面では、売上高の減少と工事利益率の低下により、完成工事総利益が前期比788

　　　  　百万円（10.1％）減少し、兼業事業売上総利益が221百万円増加しましたが、売上総利

.　　 　　益は前期比567百万円（7.3％）減少して7,222百万円となりました。

　　　  　販売費及び一般管理費は、前期に発生しました貸倒引当金や新社屋移転など多額の臨

　 　 　　時費用（総額で620百万円）が無くなり、経費節約も加わって前期比675百万円減少しま

　　  　　したので、営業利益は前期比107百万円（5.3％）増加して2,150百万円となりました。

 　　 　　営業外収支は102百万円の利益となりましたので、経常利益は前期比181百万円（8.8％）

 　　 　　増加して2,252百万円となりました。

　  （３）特別損益では、貸倒引当金の戻入れ益や有価証券売却益などで243百万円の特別利益

　　　　　がありましたが、特別損失は84百万円と少額にとどまりましたので、差引き158百万円の

　　　 　 利益（前期は62百万円の損失）となりました。

　　(４）以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比403百万円（20.1％）増加して2,411百万

　　　   円となりました。

　  　   これに法人税等及び法人税等調整額、少数株主持分などを控除して、当期純利益は前期

　    　 比343百万円（34.1％）増加して1,352百万円となりました。

期 第68期 第69期 第70期

年度 21/3 22/3 23/3 増減額 増減率

受注高 75,322 70,136 76,659 6,522 9.3

売上高 69,862 76,367 74,106 △2,261 △3.0

売上総利益 6,812 7,789 7,222 △567 △7.3

営業利益 1,730 2,042 2,150 107 5.3

経常利益 1,866 2,070 2,252 181 8.8

税金等調整前純利益 912 2,008 2,411 403 20.1

当期純利益 393 1,008 1,352 343 34.1

前期比
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２．財政状態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（１）総資産は、完成工事未収入金の減少、株価下落や売却による投資有価証券残高の減

　　　　 　少などにより、前期比2,520百万円減少して59,017百万円となりました。

　　　（２）純資産は、株価下落により「その他有価証券評価差額金」が減少しましたが、当期純利

　　　　 　益により利益剰余金が増加しましたので、前期比825百万円増加して21,155百万円とな

　　　　　 りました。

　　　（３）純資産が前期末比825百万円増加し、総資産は2,520百万円減少しましたので、自己資

　　　 　　本比率は前期末比2.8％上昇して34.8％となりました。

　　　 　　１株当たりの純資産も34.75円増加して831.20円となりました。

22/3期 23/3期 前期比

61,537 59,017 △2,520

20,329 21,155 825

32.0 34.8 2.8

796.45 831.20 34.8１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

23/3期 5,339 △669 △5,576 △907 1,878

22/3期 4,921 △3,978 △1,398 △454 2,785

キャシュ・フロー

３．キャッシュ・フローの状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　（1）営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益2,411百万円、減価償却費1,193百

　 　　　　万円、売上債権の減少1,955百万円などが寄与して、 5,339百万円と大幅な収入超過と

　　　　　　なりました。

　　　（2）投資活動による資金は、有形固定資産投資が900百万円となりましたので、投資有価証

　　 　　　券の売却収入345百万円がありましたが、669百万円の支払超過となりました。

　　　（3）財務活動による資金は、長短借入金を前期末比5,305百万円返済しましたので、5,576百

　　　　　 万円の支払超過となりました。

　　　（4）以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は前期末比907百万円減少して1,878

　　 　　　百万円となりました。

22/3期 23/3期 前期比

61,537 59,017 △2,520

20,329 21,155 825

32.0 34.8 2.8

796.45 831.20 34.8１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

23/3期 5,339 △669 △5,576 △907 1,878

22/3期 4,921 △3,978 △1,398 △454 2,785

キャシュ・フロー
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４．受注高と売上高の部門別内訳

　（１）受注高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・部門別受注高は、官公庁が前期比446百万円減少しましたが、鉄道関係・民間ともに前

　　　　　期比大きく増加しましたので、全体では6,522百万円（9.3％）増加しました。

　　　　・官公庁の受注高は、厳しい競争の結果で若干減少しましたが、総合評価方式への対応

　　　　 力は順調に強化されており、今後とも一層の受注増強に努めます。

　　　　・鉄道関係は、従来からの維持改良や地震対策工事等に加え、新幹線脱線逸脱防止工

　　　　　事や山梨リニア実験線関連工事が加わり、高水準の受注高となりました。

　　　 ・民間部門の受注高は、日本経済の一部に明るさがみられ始めたことから、マンションや工

　　　　　場などの受注により、前期比4,083百万円（25.9％）増加して19,834百万円となりました。

22/3期 23/3期 増減 23/3構成比

官公庁 12,876 12,430 △446 16.2

鉄道関係 41,508 44,394 2,885 57.9

民　間 15,751 19,834 4,083 25.9

計 70,136 76,659 6,522 100.0

22/3期 23/3期 増減 23/3構成比

官公庁 9,998 11,309 1,311 15.4

鉄道関係 44,944 45,001 56 61.3

民　間 20,858 17,123 △3,735 23.3

小計 75,801 73,434 △2,367 100.0

兼業事業 565 671 105 　　　　－

売上高合計 76,367 74,106 △2,261 　　　　－

　　（２）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・官公庁は、前期の受注増により、当期売上高は1,311百万円（13.1％）増加しました。

　　　　・鉄道関係は、前期比ほぼ横ばいでありますが、引続き高水準で推移しております。

　　　　・民間は、期初の繰越工事高減少により、前期比3,735百万円（17.9％）減少しました。

22/3期 23/3期 増減 23/3構成比

官公庁 12,876 12,430 △446 16.2

鉄道関係 41,508 44,394 2,885 57.9

民　間 15,751 19,834 4,083 25.9

計 70,136 76,659 6,522 100.0

22/3期 23/3期 増減 23/3構成比

官公庁 9,998 11,309 1,311 15.4

鉄道関係 44,944 45,001 56 61.3

民　間 20,858 17,123 △3,735 23.3

小計 75,801 73,434 △2,367 100.0

兼業事業 565 671 105 　　　　－

売上高合計 76,367 74,106 △2,261 　　　　－
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５．.次期の見通し

  （１）次期の見通し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　と予想されますが、官公庁と民間で増加を図り例年並みの受注高を目指します。

　　・平成23年度は、東日本大震災の影響もあり、受注環境は前年以上に厳しいもの

　　・売上高は、期初の繰越工事高が前期比約33億円増加しておりますので、77,000

　　　百万円（2,893百万円、3.9％増加）を見込んでおります。

通期 中間 通期 中間 通期 中間

受注高 76,659 35,177 76,500 33,000 △159 △2,177

売上高 74,106 29,087 77,000 31,000 2,893 1,913

営業利益 2,150 287 2,000 170 △150 △117

経常利益 2,252 368 2,100 240 △152 △128

当期純利益 1,352 134 1,100 130 △252 △4

1株当たり純利益（円） 54.74 5.43 44.56 5.27 △10.18 △0.16

1株当たり配当金(円） 10 5 10 5 0 0

24年3月期予想 前期比較23年3月期実績

　　　経費節減に努め、安定収益の確保を図りますが、厳しい競争や資材価格の動向

　　 　　 などを考慮して、若干の減益を予想しております。

　（２）配当方針

　　　  当社は、安定収益を確保し財務体質の強化を図りつつ、安定配当を維持することを基本方

　 　針としており、平成17年3月期からは年10円配当を継続しております。

　  　　配当支払については、中間・期末の年2回配当を実施しており、平成22年11月に1株につ

　  　き5円をお支払しました。当期の期末配当も1株につき5円を予定しております。

　　 　次期配当につきましても、中間・期末の合計で1株につき年10円配当を予定しております。

６．役員の異動

　　　・後日、決定次第発表いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　　・利益につきましては、引続き不採算工事の受注抑制や収益管理の強化、並びに

通期 中間 通期 中間 通期 中間

受注高 76,659 35,177 76,500 33,000 △159 △2,177

売上高 74,106 29,087 77,000 31,000 2,893 1,913

営業利益 2,150 287 2,000 170 △150 △117

経常利益 2,252 368 2,100 240 △152 △128

当期純利益 1,352 134 1,100 130 △252 △4

1株当たり純利益（円） 54.74 5.43 44.56 5.27 △10.18 △0.16

1株当たり配当金(円） 10 5 10 5 0 0

24年3月期予想 前期比較23年3月期実績
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