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1.  平成23年4月期の連結業績（平成22年5月1日～平成23年4月30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4月期 214,250 △3.3 9,137 44.2 9,731 38.9 6,197 60.6
22年4月期 221,650 △6.7 6,335 △34.2 7,008 △31.0 3,859 △21.5

（注）包括利益 23年4月期 6,157百万円 （56.9％） 22年4月期 3,924百万円 （―％）

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4月期 460.07 ― 15.8 10.1 4.3
22年4月期 286.49 ― 10.9 7.3 2.9

（参考） 持分法投資損益 23年4月期  ―百万円 22年4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4月期 101,707 41,865 41.2 3,107.46
22年4月期 91,410 36,718 40.2 2,725.38

（参考） 自己資本   23年4月期  41,859百万円 22年4月期  36,712百万円

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4月期 15,193 △6,488 △1,061 33,097
22年4月期 △3,573 1,524 △1,557 25,453

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4月期 ― 40.00 ― 75.00 115.00 1,549 40.1 4.4
23年4月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 1,077 17.4 2.7

24年4月期(予想) ― 0.00 ― 80.00 80.00 32.8

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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) 98,100 △0.5 △321 ― △72 ― △138 ― △10.31

通期 216,723 1.2 5,004 △45.2 5,608 △42.4 3,280 △47.1 243.54



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、19頁「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28頁「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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4月期 13,472,000 株 22年4月期 13,472,000 株

② 期末自己株式数 23年4月期 1,494 株 22年4月期 1,494 株

③ 期中平均株式数 23年4月期 13,470,506 株 22年4月期 13,470,506 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年4月期の個別業績（平成22年5月1日～平成23年4月30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4月期 124,084 △9.8 5,467 20.6 5,979 14.9 3,215 51.9
22年4月期 137,493 △12.8 4,533 △45.6 5,203 △40.5 2,116 △52.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年4月期 238.70 ―

22年4月期 157.13 ―

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4月期 85,640 33,568 39.2 2,492.01
22年4月期 80,554 31,405 39.0 2,331.40

（参考） 自己資本 23年4月期  33,568百万円 22年4月期  31,405百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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、現時点で入手可能なデータに基づき当社が判断したものであります。実際の業績は、さまざま
な重要な要素により、これらの業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 
なお、上記予想につきましては、決算短信【添付資料】２頁「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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東建コーポレーション㈱（1766）平成23年４月期 決算短信



１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済環境の悪化に伴い国内景気の先行きに対する不安等から厳しい状況下で推移しは

じめましたが、企業収益の改善や設備投資、個人消費の下げ止まりが見られ回復基調を辿りました。しかしながら、平成23年３月11

日に発生した東日本大震災の影響により、わが国経済は社会、経済環境が大きく変化し、加えて原発災害から派生した電力供給の不

安定さが与える社会、経済への影響が不透明な状況で推移しております。 

建設業界におきましては、住宅エコポイント制度の活用により新設住宅着工戸数は81万９千戸（前期比5.6％増）となりましたが、

当社グループの主力である賃貸住宅部門においては、リーマンショック以降、金融機関の賃貸建物に対する融資姿勢が慎重さを増し

てきていたこともあり新設住宅貸家着工戸数は28万９千戸（前期比6.5％減）となり、賃貸住宅建設業界は苦戦を強いられることとな

りました。 

このような状況のなか、当社グループは受注物件の精度向上及び早期着工等に努めてまいりましたが、売上高は2,142億５千万円（前

期比3.3％減）となり前期を下回りました。利益面におきましては、コストダウンの推進、入居率の向上、販売費及び一般管理費の抑

制が奏功し、営業利益91億３千７百万円（前期比44.2％増）、経常利益97億３千１百万円（前期比38.9％増）となりました。当期純利

益につきましては、特別損失として災害による損失２億３千万円を計上しておりますが、61億９千７百万円（前期比60.6％増）とな

りました。 

セグメントの業績は以下のとおりであります。 
 
 

（建設事業） 
建設事業におきましては、リーマンショック以降、受注高が前年を下回って推移しており完成工事高は減少したものの、受注物件

の早期着工、及びコストダウンの推進に注力してまいりました。これらにより利益率には改善が見られました。また、ナスラック㈱

も水周り製品を中心とした外販売上高が前年同期と比較して減少しておりますが、新製品の導入、商品販売力の強化をする一方で、

経営の効率化及び管理体制の強化に努めたことから利益率には改善が見られました。 

その結果、連結業績における建設事業の売上高は1,158億５千万円（前期比11.9％減）、営業利益は125億９千３百万円（前期比3.9％

増）となりました。 
 
 

（不動産賃貸事業） 

サブリース経営代行システム（一括借り上げ制度）による入居者様からの家賃収入の増加、及び管理物件数の増加により、売上高

は前期を上回りました。また、リーマンショック以降、製造業を中心とした景気低迷の影響を受けサブリース経営代行システムの支

払家賃が増加傾向にありましたが、入居仲介促進のための各種施策に積極的に取り組み、当連結会計年度末の入居仲介繁忙期に備え

て足場固めに注力してまいりました。それらの効果により賃貸建物の当連結会計年度末の入居率は96.1％となり前年同月と比較して

0.6ポイント増加したことで利益率を大幅に改善することができました。 

その結果、連結業績における不動産賃貸事業の売上高は957億円（前期比9.6％増）、営業利益は26億７百万円（前期比203.1％増）

となりました。 
 
 

（リゾート事業） 

「東建多度カントリークラブ・名古屋」及び「東建塩河カントリー倶楽部」における両ゴルフ場では、総入場者数は降雪による営

業日数の減少もあり前期を下回ったこと、及び景気低迷の影響を受けて売上高は伸び悩んでおりましたが、利益率の改善に努めてま

いりました。その結果、連結業績におけるリゾート事業の売上高は16億８千６百万円（前期比6.3％減）、営業利益は７百万円（前期

は１千６百万円の営業損失）となりました。 

 

（その他） 

総合広告代理店業及び旅行代理店業で構成されるその他の事業における売上高は10億１千３百万円（前期比1.6％増）、営業利益は

９千８百万円（前期は１千５百万円の営業損失）となりました。 
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（次期の見通し） 

当社グループの連結業績予想につきましては、当連結会計年度の受注及び受注残が減少していることが完成工事高に影響を及ぼし、

建設事業における売上高が減少する見通しであります。利益面におきましては、引き続きコストダウンを推進してまいりますが、販

売促進キャンペーンの実施、及び建築資材及び鋼材価格の値上がりを予想しており、利益率及び利益額も減少する見通しであります。 

一方、施主様に対する金融機関の建設資金の融資姿勢は、都市部等の入居需要の高いエリアに対しては改善がなされてきておりま

す。土地オーナー様の遊休土地の活用ニーズは底堅いものがあり、当社グループでは、これら市場性の高いエリアに対する営業人員

の増強を図り、積極的な受注活動を実践してまいります。また、事業審査部を本格的に稼動させることで受注物件の精度向上、早期

着工の徹底を図ってまいります。これにより次期における個別受注高の目標はグロス数値で1,200億円（前期比1.6％増）、ネット数値

（既受注分の見直し後の数値）では900億円（前期比30.2％増）としております。 

不動産賃貸事業におきましては、平成23年４月期の完工物件が管理物件数の増加分となることから各種手数料収入が増加し、不動

産賃貸事業売上高は当連結会計年度を上回ることを見込んでおります。併せて、入居率が年間を通じて当連結会計年度を上回って推

移することが予測されることから、利益率及び利益額の改善及び増加を見込んでおります。また、受注支援及び入居率の向上を目的

とした仲介ネットワークの完成を目指し、当社直営の「ホームメイト店」及びフランチャイズ店「ホームメイトＦＣ」を積極的に出

店してまいります。 

経費面におきましては、「ビルド＆スクラップ戦略」に基づき事業所及び仲介専門店の統廃合、及び赤字事業所の閉鎖等を実施し経

営の効率化を図るとともに、より販売費及び一般管理費の抑制に努めてまいります。 

これらにより、次期の連結業績につきましては、売上高2,167億２千３百万円（当期比1.2％増）、営業利益50億４百万円（当期比45.2％

減）、経常利益56億８百万円（当期比42.4％減）、当期純利益32億８千万円（当期比47.1％減）をそれぞれ見込んでおります。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①  資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の資産の部は、1,017億７百万円（前期比11.3％増）となり、102億９千６百万円の増加となりました。資産の部

が増加した主な要因は、現金及び預金が126億４千９百万円増加したことであり、この結果、流動資産は548億５千４百万円（前期比

22.2％増）となり99億５千８百万円の増加となりました。 

一方、負債の部につきましては、598億４千２百万円（前期比9.4％増）となり、51億４千９百万円の増加となりました。負債の部

が増加した主な要因は、未払法人税等が12億９百万円増加したことであり、この結果、流動負債は383億２千３百万円（前期比8.1％

増）となり28億５千５百万円の増加となりました。 

純資産の部につきましては、418億６千５百万円（前期比14.0％増）となり、51億４千６百万円の増加となりました。この主な増加

要因は、利益剰余金が371億１千２百万円（前期比16.2％増）となり51億８千７百万円増加したことであります。 
 

②  キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、「現金及び現金同等物の期首残高」254億５千３百万円から、営業活動により151

億９千３百万円の収入、投資活動により64億８千８百万円の支出、財務活動により10億６千１百万円の支出があったことから、「現金

及び現金同等物の期末残高」は、期首残高より76億４千４百万円増加して、330億９千７百万円となりました。 
 
      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」95億１百万円、「売上債権の減少額」17億１千９百万円、「仕入

債務の増加額」８億４千７百万円が収入増加要因となりました。この結果、151億９千３百万円の収入となりました。 
 
      投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、当社における事業所設置及び事業所改装、当社及び子会社の管理部門における合理化のた

めの機器設備等の設備投資は前連結会計年度と比較して減少しておりますが「有形固定資産の取得による支出」３億３千６百万円、

及び「無形固定資産の取得による支出」２億５千７百万円となりました。また、「定期預金の預入による支出」が50億５百万円あった

ことが支出の主な増加要因となり、この結果、64億８千８百万円の支出となりました。 
 
      財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に「配当金の支払額」の支出によるものであり、10億６千１百万円の支出となりました。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標としては、自己資本比率は34.6％（平成21年４月期）、40.2％（平成22年４月期）、

41.2％（平成23年４月期）、時価ベースの自己資本比率は31.3％（平成21年４月期）、40.7％（平成22年４月期）45.8％（平成23年４

月期）でそれぞれ推移しております。 

※１  上記指標の算式は次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 

※２  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。 

※３  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。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・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安定的な配当及び優待制度の継続を第一に、経営基盤の強化を図るための内部留保

の充実を勘案の上、業績に応じて積極的な利益還元を行うことを基本方針といたしております。 

このような基本方針に基づき、当期における配当は、中間配当を実施せず、期末配当１株につき80円のみとさせて頂く予定であり

ます。 

なお、次期におきましては、引き続き厳しい経営環境が続くと予測していることから、１株当たり年間配当金は据置きとさせて頂

き80円（中間配当は実施致しません。）となる予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下に、当社グルー

プの事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当

社グループでは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、予防及び対処について万全を期す所存であります。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が判断したもので、将来に亘るリスク全てを網羅したものではありま

せん。 

 

①  法的規制等のリスク 

当社グループは、建設業法、宅地建物取引業法、貸金業法等の許認可を受けて事業展開をしており、適正な業務の執行に万全を

期しております。これら業法の改正がなされた場合、或いは、その対応如何によっては行政指導を受けることもあり、当社グルー

プの経営成績、財政状態、事業計画等に影響を与える可能性があります。 

 

②  受注について 

当社は、顧客との建物建築請負契約の締結をもって受注計上しておりますが、受注から工事着工までに期間を要するため、金融

機関の融資姿勢、土地担保評価や金利動向等の情勢の変化により、受注取消が発生し、業績に影響を及ぼす場合があります。 

 

③  売上高及び利益の季節変動に関するリスク 

当社グループは、事業の性質上、売上高の季節的変動があり、上半期に比較して下半期の売上の割合が高くなる傾向にあります。

これに伴い利益も同様の傾向となります。 

 

④  子会社に関するリスク 

当社グループは、積極的な事業展開を目的として以下の子会社等を買収しております。平成23年４月期のナスラック㈱及びゴル

フ場部門は営業利益ベースで黒字化しております。しかしながら、今後の業績等の状況によっては、投下資本の回収が困難となる

か、もしくは追加出資や融資を実施することに伴い、当社グループの経営成績、財政状態、事業計画等に影響を与える可能性があ

ります。 

過去に買収した子会社等は以下のとおりであります。 

・東建多度カントリークラブ・名古屋（当社が平成15年３月に買収し、東建多度カントリー㈱に賃貸し、運営を委託） 

・東建塩河カントリー倶楽部（当社が平成16年11月に東建リゾート・ジャパン㈱を設立し、同社が買収） 

・ナスラック㈱（東建リーバ㈱が平成17年５月に買収。東建リーバ㈱は平成20年11月１日付でナスラック㈱に吸収合併されて

おります） 

 

⑤  個人情報等の漏洩等のリスク 

当社グループは、事業活動において土地所有者様、施主様、入居者様等、多数の顧客の個人情報をお預かりしております。これ

ら情報の取り扱いについては、当社グループ社員等に個人情報保護委員会を通じて必要な教育、研修を施し、情報管理の徹底に努

めておりますが、万一、情報の漏洩が発生した場合には、当社グループの社会的信用等に影響を与えることとなり、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑥  自然災害に関するリスク 

当社グループは、大規模地震、台風等の自然災害が発生した場合、被災地によって本社、事業所、建設現場等に係る設備等を回

復させるために多額の費用が発生する可能性があります。また、施主様、入居者様に対して被災活動を行うことも考えられ多額の

費用が発生する可能性があります。被災状況によっては、受注活動の停滞、売上高の減少、建築資材等の高騰、現場作業の中断等

を余儀なくされる等が考えられ、当社グループの営業活動、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

  当社グループは、当社及び子会社の計13社で構成されており、当社グループの事業目的は、賃貸建物建設請負事業（以下リース建設事

業という）を起点として、お客様（土地所有者様・入居者様等）、地域社会、当社を取り巻く取引先様の発展及び繁栄に貢献することを目

的とし、リース建設事業を通じて、住環境の充実と向上を目指すため、当社グループ各社が分担して次の事業を行っております。 

  当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 

（１）建設事業 

建設請負……………………… 当社が「土地の有効活用」を目的としたアパート、賃貸マンション、ワンイヤーマンション、シ

ニアマンション、貸店舗等の企画提案をし、建築請負契約を締結し、設計、施工を行っておりま

す。 

 

建設資材の    ……………… 

製造加工販売業 

 

ナスラック㈱は、当社が建設に要する資材や住設機器を、流通経路の見直しによる中間マージン

の削減を図りながら、委託製造を中心として国内外から調達し、当社に供給しております。 

同社の工場部門としましては、鉄骨加工に関しては、シスコ工場（千葉県）及びＮＫ深谷工場（埼

玉県）は東日本地区を、シェルル神戸工場（兵庫県）は西日本地区を中心に、それぞれ当社グル

ープへの内部供給と併せて、外部への販売も行っております。 

住設家具や木製品の建材加工に関しても、出雲ダンタニ工場（島根県）、ＮＫ深谷工場及びシェ

ルル神戸工場にて製造し、当社グループへの内部供給と併せて、外部への販売も行っております。

また、キッチン等ステンレス製品をＮＡＳ鎌倉工場（神奈川県）にて製造し、当社グループへの

内部供給と併せて、外部への販売も行っております。 

 

貸金業及び      …………… 

生・損保代理店業 

 

東建リースファンド㈱は、当社が建築請負契約を締結した施主様に対し、建設資金を一部融資す

ると共に、施主様及び入居者様を主な顧客として、生・損保商品を販売することを主要業務とし

ており、これらを通じてリース建設事業をサポートしております。 

 

（２）不動産賃貸事業 

不動産賃貸…………………… 東建ビル管理㈱は、オーナー様とマスターリース契約を、入居者様とサブリース契約をそれぞれ

締結する不動産賃貸事業を行っております。また、「千種タワーヒルズ」の賃貸事業も行ってお

ります。 
 

賃貸仲介……………………… インターネットや携帯電話などの５つのメディアから広範囲に入居者を募集する「５メディア仲

介システム」を独自に開発し、当社が建設した賃貸建物に対し、入居者様の仲介斡旋を行ってお

ります。また、当社が建設した賃貸建物以外の一般の賃貸住宅の仲介も行っております。 

併せて、ホームメイト営業部において、全国の不動産会社との業務提携による「全国不動産会社

情報ネットワーク」を組織し、全国規模の不動産情報ネットワーク連合体を構築し、複数の企業

で仲介する体制をとっております。 

 

賃貸管理……………………… 

 
東建ビル管理㈱で受託契約した「賃貸管理業務」及び「経営代行業務」を当社に再委託する「サ

ブリース経営代行システム（一括借り上げ制度）」により、当社では、オーナー様に代わって家

賃回収、建物管理等を行っております。また、当社では、この事業システム以外の賃貸物件につ

きましても、オーナー様より賃貸建物管理業務を受託しております。 
東建ビル管理㈱は、「千種タワーヒルズ」の建物管理を行っております。 

 

（３）リゾート事業  

ゴルフ場・ホテル運営……… 当社が所有する「東建多度カントリークラブ・名古屋」のゴルフ場施設及び「ホテル多度温泉」

を東建多度カントリー㈱に賃貸し、同社がそれらの運営を行っております。また、東建リゾート・

ジャパン㈱では、「東建塩河カントリー倶楽部」を所有し、運営しております。 

 

（４）その他 

総合広告代理店業…………… ㈱東通エィジェンシーは、当社グループの広告宣伝を一手に担っており、テレビ・ラジオ・新聞・

雑誌及び出版物の企画・制作、ビデオ・ホームページのコンテンツ制作を行うことで、より効果

的なＰＲ戦略を実施し、リース建設事業等をサポートしております。 

 

旅行代理店業………………… 

 

㈱東通トラベルは、当社グループ及びグループを取り巻く取引先様を含めて、当社に対する求心

力を高める観点から、各種イベントや会議における企画、提案等を行っております。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         は連結子会社 

 

         は非連結子会社 

 

※  上記以外の子会社は、不動産証券化事業を目的とした連結子会社３社（㈲東建大津通Ａ、㈲東建大津通Ｂ、㈲東通千種タワー）と

非連結子会社１社（ナスステンレス・リビング㈲）の計４社であります。 

 

 

 

ゴルフ場、 
ホテル施設の運営 

建設資金の 
一部融資 
生・損保 
商品の販売 

顧    客

各種 
企画提案 

旅行及び 
関連商品の 
提供 

ＰＲ計画に 
基づく企画・
制作依頼 

広告・宣伝 
の提供 

東建リース 

ファンド㈱ 

（建設） 

上海東販 

国際貿易㈲ 

（建設） 

東建リゾート・

ジャパン㈱ 

（リゾート） 

東建多度 

カントリー㈱ 

（リゾート） 

建材製品・ 
日用雑貨等 
の提供 

㈱東通 

エィジェンシー

（その他） 

 当    社 
                  （建設事業）                                           （兼業事業） 
 
アパート、賃貸マンション、ワンイヤーマンション、 
                                                         賃貸仲介・賃貸管理     ゴルフ場、ホテル施設賃貸 
シニアマンション、貸店舗等の建築請負 

㈱東通 

トラベル 

（その他） 

 建築資材、及び 
 ステンレス製品の提供 ゴルフ場、 

ホテル施設の賃貸 

ナスラック㈱ 

（建設） 

東建ビル管理㈱

（不動産賃貸事業）

不動産 
賃貸 

賃貸 
物件管理 
 

管理委託 

建築資材の販売、 
及びステンレス 
製品の提供 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

  当社グループは「土地と建物と人との共生」を企業理念として掲げ、当社独自のシステムである、事業プランニングから入居者管

理、建物管理、経営代行まで、アパート・賃貸マンション・貸店舗などのリース建設事業（賃貸用建物経営）にかかわるすべての業

務を一括して請負う「ブリッジシステム」を核として、事業活動を展開する総合建築会社です。土地活用を通じて地域と協調する確

かな建築の創造と、お客様との共栄の実現に努めています。 

 

 

（２）目標とする経営指標 

  当社は、グループ全体としての企業価値を向上していくことを経営の目標としております。経営指標としては、今後も企業の付加

価値を如何に高めることができるかを重視し、自己資本当期純利益率の上昇を目指してまいります。 

 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、連結売上高3,000億円に向けた施策を実践してまいります。当社におきましては、受注増大及び入居仲介促進のた

めの各種施策を実施してまいります。併せて、「ビルド＆スクラップ戦略」により事業所経営の健全化を図り、売上及び利益のより一

層の増大を図ってまいります。また、「労働環境の改善」も重点施策として位置付けております。ナスラック㈱におきましては、経営

の健全化を目指して新規取引先の開拓と適正な利益が確保できる体制を構築してまいります。その他の子会社におきましては、「グル

ープ経営基盤の支援」を実施することで、商品・サービスの品質や業務品質、そして経営品質の向上を図ると共に、更なるシナジー

効果が 大限発揮されるようグループ会社間の連携強化を図ってまいります。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  平成24年４月期は、「選択と集中」をスローガンに掲げております。 

昨今の賃貸住宅市場は、人口減少、世帯数減少、経済縮小等の影響を受けて、地方を中心に賃貸建物の入居需要が低下し、新設住

宅貸家着工戸数も減少しています。また、東日本大震災の影響による景気の先行きの不透明さに加え、デフレ経済や地価下落の影響

から、家賃相場は下がる傾向にあり、賃貸経営の収益が安定しにくい状況にあります。 

このような厳しい環境において、当社グループでは、賃貸入居需要の高いエリアを選び、そこに経営資源を集中して投入し、シェ

アの拡大を図ってまいります。また、経費面においても間接部門の不要不急の業務を廃止、凍結し、売上に直結する業務への経営資

源の集中を図ってまいります。広告宣伝においても、入居需要繁忙期など期間を絞った広告宣伝費の集中投入等を基本方針として実

践し、さらなる企業の発展に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※3  28,063 ※3  40,713

受取手形・完成工事未収入金等 10,799 ※6  9,080

未成工事支出金 669 489

その他のたな卸資産 ※1  1,309 ※1  1,274

繰延税金資産 2,003 1,811

その他 2,158 1,779

貸倒引当金 △107 △294

流動資産合計 44,896 54,854

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※5  20,295 ※5  20,848

減価償却累計額 △6,825 △7,592

建物及び構築物（純額） 13,469 13,255

機械、運搬具及び工具器具備品 ※5  11,855 ※5  11,554

減価償却累計額 △8,553 △8,939

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 3,301 2,614

土地 ※5  14,500 ※5  14,501

その他 2,627 2,877

減価償却累計額 △13 △58

その他（純額） 2,613 2,819

有形固定資産合計 33,885 33,191

無形固定資産 2,327 1,931

投資その他の資産   

長期貸付金 5,521 6,523

繰延税金資産 1,571 2,123

その他 ※2  3,432 ※2  3,255

貸倒引当金 △223 △172

投資その他の資産合計 10,302 11,730

固定資産合計 46,514 46,853

資産合計 91,410 101,707
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 22,135 ※6  22,983

未払法人税等 2,225 3,435

未成工事受入金 1,179 1,269

賞与引当金 1,927 1,604

役員賞与引当金 48 49

完成工事補償引当金 120 113

店舗閉鎖損失引当金 200 －

その他 7,631 8,868

流動負債合計 35,468 38,323

固定負債   

役員退職慰労引当金 549 544

退職給付引当金 1,402 1,605

長期預り保証金 15,291 15,858

その他 1,980 3,509

固定負債合計 19,224 21,518

負債合計 54,692 59,842

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,800 4,800

資本剰余金 16 16

利益剰余金 31,925 37,112

自己株式 △2 △2

株主資本合計 36,739 41,926

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27 △67

その他の包括利益累計額合計 △27 △67

少数株主持分 6 6

純資産合計 36,718 41,865

負債純資産合計 91,410 101,707
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

売上高   

完成工事高 131,530 115,850

兼業事業売上高 90,120 98,400

売上高合計 221,650 214,250

売上原価   

完成工事原価 ※1  83,870 ※1  72,224

兼業事業売上原価 87,241 93,914

売上原価合計 171,111 166,139

売上総利益   

完成工事総利益 47,659 43,625

兼業事業総利益 2,879 4,485

売上総利益合計 50,538 48,111

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 22,995 21,066

賞与引当金繰入額 1,308 1,048

役員賞与引当金繰入額 48 49

役員退職慰労引当金繰入額 21 21

貸倒引当金繰入額 － 137

減価償却費 1,414 －

その他 18,414 16,649

販売費及び一般管理費合計 44,203 38,974

営業利益 6,335 9,137

営業外収益   

受取利息 185 189

保険代理店収入 284 272

その他 376 379

営業外収益合計 845 841

営業外費用   

リース解約損 30 24

クレーム損害金 56 185

事業所退去精算金 23 －

その他 62 35

営業外費用合計 172 246

経常利益 7,008 9,731
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

特別利益   

前期損益修正益 ※2  214 ※2  203

賞与引当金戻入額 154 379

その他 18 133

特別利益合計 387 716

特別損失   

固定資産除却損 ※3  364 －

減損損失 ※4  658 ※4  379

店舗閉鎖損失 175 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 200 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 192

災害による損失 － ※5  230

その他 103 144

特別損失合計 1,502 947

税金等調整前当期純利益 5,893 9,501

法人税、住民税及び事業税 2,389 3,640

法人税等調整額 △355 △336

法人税等合計 2,034 3,303

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,197

当期純利益 3,859 6,197
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △40

その他の包括利益合計 － ※2  △40

包括利益 － ※1  6,157

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 6,157
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,800 4,800

当期末残高 4,800 4,800

資本剰余金   

前期末残高 16 16

当期末残高 16 16

利益剰余金   

前期末残高 29,615 31,925

当期変動額   

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 3,859 6,197

当期変動額合計 2,310 5,187

当期末残高 31,925 37,112

自己株式   

前期末残高 △2 △2

当期末残高 △2 △2

株主資本合計   

前期末残高 34,429 36,739

当期変動額   

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 3,859 6,197

当期変動額合計 2,310 5,187

当期末残高 36,739 41,926

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △92 △27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 △40

当期変動額合計 65 △40

当期末残高 △27 △67

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △92 △27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 △40

当期変動額合計 65 △40

当期末残高 △27 △67

少数株主持分   

前期末残高 6 6

当期末残高 6 6
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

純資産合計   

前期末残高 34,343 36,718

当期変動額   

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 3,859 6,197

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 △40

当期変動額合計 2,375 5,146

当期末残高 36,718 41,865
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30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 5,893 9,501

減価償却費 2,350 2,293

減損損失 658 379

貸倒引当金の増減額（△は減少） △118 136

賞与引当金の増減額（△は減少） △268 △323

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 200 △200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 179 203

受取利息及び受取配当金 △189 △193

固定資産除却損 364 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 192

売上債権の増減額（△は増加） △3,334 1,719

未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,798 180

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 757 －

仕入債務の増減額（△は減少） △4,846 847

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,011 89

未払金の増減額（△は減少） △369 －

預り金の増減額（△は減少） － 584

未払消費税等の増減額（△は減少） △897 519

長期預り保証金の増減額（△は減少） 498 566

その他 60 925

小計 725 17,423

利息及び配当金の受取額 197 195

法人税等の支払額 △4,496 △2,425

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,573 15,193

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △5,005

定期預金の払戻による収入 2,988 －

貸付けによる支出 △2,594 △1,774

貸付金の回収による収入 1,011 888

有形固定資産の取得による支出 △901 △336

無形固定資産の取得による支出 △364 △257

投資有価証券の償還による収入 1,573 －

差入保証金の差入による支出 △412 △238

差入保証金の回収による収入 253 187

その他 △29 47

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,524 △6,488

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,544 △1,014

その他 △13 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,557 △1,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,606 7,644

現金及び現金同等物の期首残高 29,059 25,453

現金及び現金同等物の期末残高 ※  25,453 ※  33,097
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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 

 
前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

１  連結の範囲に関する事項 連結子会社数    10社 

㈱東通エィジェンシー、㈱東通トラベル、東建

リースファンド㈱、東建多度カントリー㈱、東

建リゾート・ジャパン㈱、ナスラック㈱、㈲東

建大津通Ａ、㈲東建大津通Ｂ、東建ビル管理㈱、

㈲東通千種タワー 

 

非連結子会社数   

上海東販国際貿易㈲ 

ナスステンレス・リビング㈲ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社については総資産額、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等のうち持分に見合

う額等の合計額は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであります。 

連結子会社数    10社 

㈱東通エィジェンシー、㈱東通トラベル、東建

リースファンド㈱、東建多度カントリー㈱、東

建リゾート・ジャパン㈱、ナスラック㈱、㈲東

建大津通Ａ、㈲東建大津通Ｂ、東建ビル管理㈱、

㈲東通千種タワー 

 

非連結子会社数   

上海東販国際貿易㈲ 

ナスステンレス・リビング㈲ 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２  持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社   

上海東販国際貿易㈲ 

ナスステンレス・リビング㈲ 

（持分法の範囲から除いた理由） 

持分法非適用会社は、連結当期純損益及び連結

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

範囲から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社   

上海東販国際貿易㈲ 

ナスステンレス・リビング㈲ 

（持分法の範囲から除いた理由） 

同左 

３  連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、いずれも連結決

算日と一致しております。 

同左 

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 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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

却原価は主として移動平均法により算定。

但し、投資事業組合に係る有価証券につい

ては部分純資産直入法により処理してお

ります。） 
時価のないもの 

移動平均法による原価法 

たな卸資産 
未成工事支出金 
個別法による原価法（収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 
その他のたな卸資産 
提出会社は 終仕入原価法による原価法（収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、子

会社は主として総平均法による原価法（収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ

ております。 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 
 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 
たな卸資産 
未成工事支出金 

同左 
 
その他のたな卸資産 

同左 
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前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の建物（附属

設備を除く）、提出会社のゴルフ場に係る資産

及び子会社４社については定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    15～47年 

 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
 

 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ソフトウェア    ５年 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
 

 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。 

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４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によってお

ります。 

リース資産 

同左 
 

(3) 重要な引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

従業員賞与の支払いに充てるため、当連結会計

年度に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。 

賞与引当金 

同左 

 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、当連結会計年度における支給見込額を計上

しております。 

役員賞与引当金 

同左 

 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、

売上高（瑕疵担保責任契約のあるもの）に対す

る見積補償額を計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

 店舗閉鎖損失引当金 

連結子会社における営業所閉鎖に伴い発生す

る損失に備えるため、閉鎖を決定した営業所に

ついて今後発生すると見込まれる損失額を計

上しております。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、連結子会社において、営

業所の閉鎖を決定したことに伴い、今後発生す

ると見込まれる損失額を店舗閉鎖損失引当金

として計上しております。 

これにより店舗閉鎖損失引当金繰入額200百万

円を特別損失に計上し、税金等調整前当期純利

益は同額減少しております。 

― 

 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

役員退職慰労引当金 

同左 
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前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

 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

込額に基づき当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。 

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の年数（５年）によ

る定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「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。 

なお、これによる営業利益、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。 

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

込額に基づき当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

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の年数（５年）によ

る定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上

基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法） 

その他の工事 

工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、請負金額１億円以上且つ工事進捗率が10％

以上の工事については工事進行基準を、その他

の工事については工事完成基準を適用してお

りましたが、当連結会計年度より、「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、当連結会計

年度に着手した工事契約から、当連結会計年度

末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

これにより、売上高は8,155百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ2,777百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法） 

その他の工事 

工事完成基準 

 

(5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左 

(6) 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

からなっております。 
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前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

(7) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

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 

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については、全

面時価評価法を採用しております。 
― 

６  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

投資からなっております。 

― 

 
 
（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 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

― （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。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ39百万円、税金等調整

前当期純利益は231百万円減少しております。 

 
 
（８）表示方法の変更 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において区分掲記していました「有価証券」（当連

結会計年度26百万円）は、資産の総額の100分の１以下となったた

め、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

― 

（連結損益計算書） 

１  前連結会計年度において区分掲記していました「広告宣伝費」

（当連結会計年度3,930百万円）は、販売費及び一般管理費の

合計額の100分の10以下となったため、販売費及び一般管理費

の「その他」に含めて表示しております。 

２  「リース解約損」は営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め、区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」に21百万円含

まれております。 

３  「事業所退去精算金」は営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は営業外費用の「その他」に６百万円含

まれております。 

４  前連結会計年度において区分掲記していました「前期損益修正

損」（当連結会計年度72百万円）は、特別損失の総額の100分の

10以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示して

おります。 

（連結損益計算書） 

１  前連結会計年度において区分掲記していました「減価償却費」

（当連結会計年度1,404百万円）は、重要性が乏しくなったた

め、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しており

ます。 

２  前連結会計年度において区分掲記していました「事業所退去精

算金」（当連結会計年度０百万円）は、営業外費用の総額の100

分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表

示しております。 

３  前連結会計年度において区分掲記していました「固定資産除却

損」（当連結会計年度76百万円）は、特別損失の総額の100分の

10以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示して

おります。 

４  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。 
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前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１  「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は、重要性が増したため、

区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に２百万円含まれております。 

２  前連結会計年度において区分掲記していました「定期預金の預

入による支出」（当連結会計年度△10百万円）は重要性が乏し

くなったため、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１  前連結会計年度において区分掲記していました「固定資産除却

損」（当連結会計年度76百万円）は、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

表示しております。 

２  前連結会計年度において区分掲記していました「その他のたな

卸資産の増減額（△は増加）」（当連結会計年度34百万円）は、

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」に含めて表示しております。 

３  前連結会計年度において区分掲記していました「未払金の増減

額（△は減少）」（当連結会計年度41百万円）は、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」

に含めて表示しております。 

４  「預り金の増減額（△は減少）」は、重要性が増したため、区

分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に△37百万円含まれております。 

５  「定期預金の預入による支出」は、重要性が増したため、区分

掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度は投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に△10百万円含まれております。 

６  前連結会計年度において区分掲記していました「投資有価証券

の償還による収入」（当連結会計年度26百万円）は、重要性が

乏しくなったため、投資活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

 

（９）追加情報 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

― 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」の金額を表示しております。 
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（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 
（平成22年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年４月30日） 

※１  その他のたな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品及び製品                              475百万円 

仕掛品                                    122 

材料貯蔵品                                711 

※１  その他のたな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品及び製品                              452百万円 

仕掛品                                    140 

材料貯蔵品                                681 

※２  非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

出資金                                     23百万円 

※２  非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

出資金                                     23百万円 

※３  担保提供資産及び担保付債務 

定期預金93百万円を、施主が当社に対する工事代金支払のた

めに借入した72百万円の担保として、借入を実行した金融機

関に差入れております。 

※３  担保提供資産及び担保付債務 

定期預金93百万円を、施主が当社に対する工事代金支払のた

めに借入した69百万円の担保として、借入を実行した金融機

関に差入れております。 

４  保証債務 

施主の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を

行っております。 

93名                                      202百万円 

４  保証債務 

施主の金融機関からの借入等に対し、次のとおり債務保証を

行っております。 

69名                                      158百万円 

※５  国庫補助金等により取得価額から控除した固定資産の圧縮

記帳累計額は次のとおりであります。 

建物及び構築物                             81百万円 

機械、運搬具及び工具器具備品               35 

土地                                       10 

※５  国庫補助金等により取得価額から控除した固定資産の圧縮

記帳累計額は次のとおりであります。 

建物及び構築物                             81百万円 

機械、運搬具及び工具器具備品               35 

土地                                       10 

― ※６  連結会計年度末日満期手形の会計処理につきましては、手形

交換日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含

まれております。 

受取手形                                   94百万円 

支払手形                                1,924 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ後の金額

であり、次のたな卸資産評価損が完成工事原価に含まれてお

ります。 

その他のたな卸資産                        216百万円 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ後の金額

であり、次のたな卸資産評価損が完成工事原価に含まれてお

ります。 

その他のたな卸資産                        171百万円 

※２  前期損益修正益の主な内訳は、提出会社における流動負債の

「その他」(未払金)の修正額176百万円であります。 

※２  前期損益修正益の主な内訳は、提出会社における流動負債の

「その他」(未払金)の修正額82百万円であります。 

※３  固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物及び構築物                            253百万円 

機械、運搬具及び工具器具備品               43 

その他（ソフトウエア仮勘定）               41 

その他（長期前払費用）                     19 

その他（差入保証金）                        6       

計                                        364 

― 

※４  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記グループについては、営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナス、または継続してマイナスとなる見込みであり、

将来キャッシュ・フローによって、帳簿価額相当額又は帳簿

価額の全額を回収できる可能性が低いと判断して、減損損失

を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

自社利用の事業用資産につきましては原則として事業ブロ

ック別に区分し、賃貸用不動産、ゴルフ場施設、工場、将来

の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件

単位でグルーピングをしております。また本社等について

は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから全

社資産としております。 

（回収可能価額の算定方法） 

営業所資産の回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、土地については路線価により評価し、建物については

固定資産税評価額により評価し、建物及び土地以外について

は売却予定額まで減額しております。 

また、賃貸用不動産の回収可能額は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローは4.5％で割り引いて算定し

ております。 

※４  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記グループについては、営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナス、または継続してマイナスとなる見込みであり、

将来キャッシュ・フローによって、帳簿価額相当額又は帳簿

価額の全額を回収できる可能性が低いと判断して、減損損失

を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

自社利用の事業用資産につきましては原則として事業ブロ

ック別に区分し、賃貸用不動産、ゴルフ場施設、工場、将来

の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件

単位でグルーピングをしております。また本社等について

は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから全

社資産としております。 

（回収可能価額の算定方法） 

営業所資産及び店舗資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、備忘価格まで減額しております。 

また、賃貸用不動産の回収可能額は使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローは4.75％～5.20％で割り引い

て算定しております。 

用  途 場  所 種  類 
金  額 

（百万円）

営業所

資産 

東関西事業

ブロック 

建物及び構築物 

機械、運搬具及び 

工具器具備品 

その他（長期前払費用）

149

16

12

賃貸用

不動産

（アパ

ート・マ

ンショ

ン３棟）

名古屋市東区

ほか 
リース資産 173

ナスラ

ック㈱

営業所

資産（４

拠点）

東京都品川区

ほか 

建物及び構築物 

機械、運搬具及び 

工具器具備品 

7

0

東建ビ

ル管理

㈱店舗

資産 

名古屋市 

千種区 

建物及び構築物 

機械、運搬具及び 

工具器具備品 

19

0

計 379

用  途 場  所 種  類 
金  額 

（百万円）

中京事業 

ブロック 
土地 519

営業所 

資産 
経営管理本部

直轄 

北海・北東北

エリア 

建物及び構築物 

機械、運搬具及び 

工具器具備品 

48

5

賃貸用

不動産

（アパ

ート・マ

ンショ

ン２棟） 

大阪市西区 

ほか 
リース資産 86

計 658 
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前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

― ※５  災害による損失の内訳は、次のとおりであります。 

災害に伴う管理物件復旧工事費用             82百万円 

災害に伴う仕掛物件復旧修繕費用              7 

原発避難地域の回収懸念債権                 76 

災害によるリース中途解約金他               15 

被災事業所固定資産除却損                   13 

災害に伴う事業所備品購入費用                3 

被災地への救助物資などの費用                8 

被災物件オーナーへの支援金 

（東建ビル管理㈱）                         23       

合計                                      230 

 
 
（連結包括利益計算書関係） 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30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                3,924百万円 

― ※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                   65百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自  平成21年５月１日    至  平成22年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項                                                                          （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 13,472,000 － － 13,472,000

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項                                                                          （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 1,494 - － 1,494

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決  議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成21年７月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,010百万円 75円 平成21年４月30日 平成21年７月30日 

平成21年12月８日 

取締役会 
普通株式 538百万円 40円 平成21年10月31日 平成22年１月29日 

 

(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 

決  議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成22年７月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,010百万円 利益剰余金 75円 平成22年４月30日 平成22年７月29日 

 

 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項                                                                          （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 13,472,000 － － 13,472,000

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項                                                                          （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 1,494 － － 1,494

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決  議 株式の種類 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７月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,010百万円 75円 平成22年４月30日 平成22年７月29日 

 

(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 

決  議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成23年７月27日 

定時株主総会 
普通株式 1,077百万円 利益剰余金 80円 平成23年４月30日 平成23年７月28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21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30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 

現金及び預金勘定                       28,063百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金      △2,609       

現金及び現金同等物                     25,453 

※  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 

現金及び預金勘定                       40,713百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金      △7,615       

現金及び現金同等物                     33,097 
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（セグメント情報等） 

【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５月１日    至  平成22年４月30日）                                                 （単位：百万円） 

 建設事業 
不動産賃貸

事業 
リゾート事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

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 
131,530 87,323 1,800 997 221,650 － 221,650 

  (2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高 
37 1,340 124 3,151 4,653 (4,653) － 

計 131,567 88,663 1,924 4,148 226,304 (4,653) 221,650 

    営業費用 119,449 87,803 1,940 4,164 213,358 1,956 215,315 

    営業利益 

又は営業損失(△) 
12,117 860 △16 △15 12,945 (6,610) 6,335 

Ⅱ  資産、減価償却費、 

    減損損失及び資本的支出 
       

    資産 41,496 17,130 5,623 918 65,169 26,241 91,410 

    減価償却費 1,433 601 153 5 2,194 155 2,350 

    減損損失 455 203 － － 658 － 658 

    資本的支出 922 254 94 5 1,277 45 1,323 

 (注)１  事業区分の方法 
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  各事業区分に属する主要な内容 
建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業及びそれに付随する事業 
不動産賃貸事業：不動産の賃貸、仲介及び管理に関する事業 
リゾート事業：ゴルフ場及びホテル施設の運営に関する事業 
その他の事業：総合広告代理店業及び旅行代理店業 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は6,638百万円であり、その主なものは、提出会社本社の総務管理部等管理部
門に係る費用であります。 

４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は26,847百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長
期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５  資本的支出には長期前払費用が含まれております。 
６  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（４）重要な収益及び費用の計上基準 完成工事高及び完成工

事原価の計上基準(会計方針の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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）を適用しております。 

  これにより当連結会計年度における「建設事業」の売上高は8,155百万円、営業利益は2,777百万円それぞれ増加しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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【セグメント情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

 

１  報告セグメントの概要 

報告セグメントの決定方法 

当社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、「土地の有効活用」を目的としたアパート、賃貸マンション等の企画提案をし、建築請負契約を締結し、設計、施工を行ってお

ります。これらの賃貸建物の多くは、連結子会社東建ビル管理㈱がサブリース経営代行システム（一括借り上げ制度）により運営してお

ります。また、当社にてこれらの賃貸建物の他、一般の賃貸住宅の仲介も行っており、これらを中心的な事業活動として位置付けており

ます。「リゾート事業」につきましては、ゴルフ場及びホテル施設の所有・運営を行っており、これらを通じて「建設事業」及び「不動産

賃貸事業」における販売促進を担っております。 

従って、当社グループでは、「建設事業」、「不動産賃貸事業」及び「リゾート事業」を報告セグメントとしております。 

 

各報告セグメントに属する主要な内容 

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業及びそれに付随する事業 

不動産賃貸事業：不動産の賃貸、仲介及び管理に関する事業 

リゾート事業：ゴルフ場及びホテル施設の運営に関する事業 

 

 

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」における記載と同一でありま

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 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 
   (単位：百万円) 

報告セグメント 

 

建設事業 
不動産 
賃貸事業 

リゾート 
事業 

計 

その他 
 (注)１ 

合計 
調整額 
 (注)２ 

連結 
財務諸表 
計上額 
(注)３ 

売上高   

  外部顧客への売上高 115,850 95,700 1,686 213,237 1,013 214,250 ― 214,250

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

1 1,326 116 1,444 2,343 3,788 △3,788 ―

計 115,852 97,026 1,802 214,682 3,357 218,039 △3,788 214,250

セグメント利益 12,593 2,607 7 15,208 98 15,307 △6,170 9,137

セグメント資産 38,946 17,951 5,599 62,497 1,253 63,751 37,956 101,707

その他の項目   

  減価償却費 (注)４ 1,445 569 146 2,161 4 2,165 128 2,293

  減損損失 (注)４ 150 228 ― 379 ― 379 ― 379

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 
  (注)４ 

403 122 55 580 2 583 43 627

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、総合広告代理店業及び旅行代理店業を含んでおります。 
２  調整額は以下のとおりであります。 
  (1)  セグメント利益の調整額△6,170百万円は、セグメント間取引消去48百万円、各報告セグメントに配賦していない全社費用△6,218百万円が含ま

れております。全社費用は主に提出会社の総務管理部等管理部門に係る費用であります。 
  (2)  セグメント資産の調整額37,956百万円は、セグメント間取引消去△1,059百万円、各報告セグメントに配賦していない全社資産39,015百万円が含

まれております。全社資産は主に提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり
ます。 

３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
４  減価償却費、減損損失、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用が含まれております。 
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【関連情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２  地域ごとの情報 

  (1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  (2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３  主要な顧客ごと情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

【報告セグメントごとの負のれんの発生益に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

  （追加情報） 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日    至  平成23年４月30日） 

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 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

１株当たり純資産額                             2,725円38銭

１株当たり当期純利益                             286円49銭

１株当たり純資産額                             3,107円46銭

１株当たり当期純利益                             460円07銭

(注) １  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２  算定上の基礎 

        （1）１株当たり純資産額                                                                                （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成22年４月30日） 

当連結会計年度 

（平成23年４月30日） 

純資産の部の合計額 36,718 41,865 

純資産の部の合計額から控除する金額 6 6 

（うち少数株主持分） (6) (6) 

普通株式に係る期末の純資産額 36,712 41,859 

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた期末普通株式の数（株） 
13,470,506 13,470,506 

 

        （2）１株当たり当期純利益                                                                              （単位：百万円） 

 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 

至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 

至  平成23年４月30日 

当期純利益 3,859 6,197 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益 3,859 6,197 

普通株式の期中平均株式数（株） 13,470,506 13,470,506 

 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

該当事項はありません。 同左 

 

 

（開示の省略） 

リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、資産除去債務関係、賃貸

等不動産関係、関連当事者との取引に関する注記事項につきましては、決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断したため

開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,443 32,401

完成工事未収入金 8,863 7,236

有価証券 26 20

未成工事支出金 602 400

材料貯蔵品 179 143

前払費用 156 100

繰延税金資産 1,442 1,366

その他 1,092 664

貸倒引当金 △60 △212

流動資産合計 32,746 42,121

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,466 9,638

減価償却累計額 △3,261 △3,714

建物（純額） 6,204 5,923

構築物 2,000 1,966

減価償却累計額 △871 △957

構築物（純額） 1,129 1,008

機械及び装置 262 268

減価償却累計額 △139 △157

機械及び装置（純額） 122 110

車両運搬具 112 86

減価償却累計額 △106 △83

車両運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 3,245 3,184

減価償却累計額 △2,597 △2,744

工具、器具及び備品（純額） 648 440

土地 4,321 4,321

コース勘定 1,519 1,520

リース資産 － 293

減価償却累計額 － △53

リース資産（純額） － 239

建設仮勘定 2 0

その他 808 596

減価償却累計額 △406 △439

その他（純額） 401 156

有形固定資産合計 14,355 13,725

- 29 -



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

無形固定資産   

借地権 88 88

ソフトウエア 1,481 1,176

電話加入権 102 102

その他 166 178

無形固定資産合計 1,839 1,545

投資その他の資産   

投資有価証券 743 645

関係会社株式 3,052 3,052

その他の関係会社有価証券 6,106 6,084

出資金 0 0

関係会社出資金 4,667 4,162

長期貸付金 214 199

従業員に対する長期貸付金 6 1

関係会社長期貸付金 13,762 10,500

破産更生債権等 100 100

長期前払費用 139 102

繰延税金資産 1,487 1,922

差入保証金 1,411 1,548

その他 650 633

投資損失引当金 △50 △50

貸倒引当金 △678 △654

投資その他の資産合計 31,612 28,247

固定資産合計 47,807 43,519

資産合計 80,554 85,640
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,561 4,122

工事未払金 14,603 13,127

リース債務 － 59

未払金 3,273 3,749

未払費用 555 587

未払法人税等 2,175 2,822

未成工事受入金 1,179 1,269

預り金 3,803 4,366

前受収益 59 53

賞与引当金 1,775 1,477

役員賞与引当金 48 47

完成工事補償引当金 120 113

その他 87 684

流動負債合計 31,242 32,481

固定負債   

リース債務 － 192

役員退職慰労引当金 549 543

退職給付引当金 1,278 1,456

資産除去債務 － 272

長期リース資産減損勘定 751 892

長期預り保証金 14,109 14,672

長期繰越利益 1,033 1,462

その他 184 97

固定負債合計 17,907 19,590

負債合計 49,149 52,071
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,800 4,800

資本剰余金   

資本準備金 16 16

資本剰余金合計 16 16

利益剰余金   

利益準備金 465 566

その他利益剰余金   

別途積立金 23,500 23,500

繰越利益剰余金 2,643 4,747

利益剰余金合計 26,609 28,814

自己株式 △2 △2

株主資本合計 31,423 33,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 △59

評価・換算差額等合計 △18 △59

純資産合計 31,405 33,568

負債純資産合計 80,554 85,640
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

売上高   

完成工事高 123,529 110,322

兼業事業売上高 13,963 13,762

売上高合計 137,493 124,084

売上原価   

完成工事原価 82,609 71,958

兼業事業売上原価 12,171 11,443

売上原価合計 94,781 83,401

売上総利益   

完成工事総利益 40,919 38,364

兼業事業総利益 1,792 2,318

売上総利益合計 42,712 40,682

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,778 3,034

給料及び賞与 20,776 19,680

賞与引当金繰入額 1,231 996

役員賞与引当金繰入額 48 47

役員退職慰労引当金繰入額 21 21

福利厚生費 2,558 2,455

賃借料 2,425 2,315

貸倒引当金繰入額 19 30

減価償却費 1,246 1,257

その他 6,072 5,375

販売費及び一般管理費合計 38,178 35,215

営業利益 4,533 5,467

営業外収益   

受取利息 219 184

有価証券利息 8 1

受取配当金 29 6

投資事業組合運用益 89 83

その他 469 493

営業外収益合計 816 770

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 － 26

リース解約損 27 －

クレーム損害金 54 185

事業所退去精算金 23 －

その他 41 47

営業外費用合計 146 258

経常利益 5,203 5,979
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

特別利益   

前期損益修正益 176 199

賞与引当金戻入額 154 379

その他 21 85

特別利益合計 353 664

特別損失   

前期損益修正損 65 －

固定資産除却損 352 －

減損損失 658 351

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 102

災害による損失 － 207

その他 5 98

特別損失合計 1,082 760

税引前当期純利益 4,474 5,883

法人税、住民税及び事業税 2,242 2,998

法人税等調整額 114 △331

法人税等合計 2,357 2,667

当期純利益 2,116 3,215
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,800 4,800

当期末残高 4,800 4,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 16 16

当期末残高 16 16

資本剰余金合計   

前期末残高 16 16

当期末残高 16 16

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 310 465

当期変動額   

剰余金の配当 154 101

当期変動額合計 154 101

当期末残高 465 566

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 20,500 23,500

当期変動額   

別途積立金の積立 3,000 －

当期変動額合計 3,000 －

当期末残高 23,500 23,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,231 2,643

当期変動額   

別途積立金の積立 △3,000 －

剰余金の配当 △1,704 △1,111

当期純利益 2,116 3,215

当期変動額合計 △2,587 2,104

当期末残高 2,643 4,747

利益剰余金合計   

前期末残高 26,041 26,609

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 2,116 3,215

当期変動額合計 567 2,205

当期末残高 26,609 28,814
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

自己株式   

前期末残高 △2 △2

当期末残高 △2 △2

株主資本合計   

前期末残高 30,855 31,423

当期変動額   

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 2,116 3,215

当期変動額合計 567 2,205

当期末残高 31,423 33,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △79 △18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60 △41

当期変動額合計 60 △41

当期末残高 △18 △59

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △79 △18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60 △41

当期変動額合計 60 △41

当期末残高 △18 △59

純資産合計   

前期末残高 30,776 31,405

当期変動額   

剰余金の配当 △1,549 △1,010

当期純利益 2,116 3,215

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60 △41

当期変動額合計 628 2,163

当期末残高 31,405 33,568
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６．参考資料 

  （１）受注実績（連結）                                                                                       （単位：百万円） 

セグメントの名称 
前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

増  減 

（△は減少） 
増減率（％） 

建 設 事 業         
154,045 

（107,920） 

123,210 

（74,189） 

△30,835 

（△33,730） 

△20.0 

（△31.3） 

不動産賃貸事業         － － － － 

リ ゾ ー ト 事 業         － － － － 

そ の 他 － － － － 

合  計 
154,045 

（107,920） 

123,210 

（74,189） 

△30,835 

（△33,730） 

△20.0 

（△31.3） 

※上記受注高の（ ）の数値は、当連結会計期間にキャンセル処理した額を控除したものであります。 

 

 

（２）売上実績（連結）                                                                                       （単位：百万円） 

セグメントの名称 
前連結会計年度 

自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日 

当連結会計年度 
自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日 

増  減 

（△は減少） 
増減率（％） 

建 設 事 業         131,530 115,850 △15,679 △11.9 

不動産賃貸事業         87,323 95,700 8,377 9.6 

リ ゾ ー ト 事 業         1,800 1,686 △113 △6.3 

そ の 他 997 1,013 16 1.6 

合  計 221,650 214,250 △7,399 △3.3 
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  （３）期中受注高（単体）                                                                                     （単位：百万円） 

期  別 
項  目 

前事業年度 
自  平成21年５月１日
至  平成22年４月30日

当事業年度 
自  平成22年５月１日
至  平成23年４月30日

増  減 

（△は減少） 
増減率（％） 

受 注 高 
143,896 

（103,068） 

118,056 

（69,147） 

△25,840 

（△33,921） 

△18.0 

（△32.9） 

※上記受注高の（ ）の数値は、当事業年度にキャンセル処理した額を控除したものであります。 

 

 

  （４）部門別売上高（単体）                                                                                   （単位：百万円） 

期  別 
項  目 

前事業年度 
自  平成21年５月１日
至  平成22年４月30日

当事業年度 
自  平成22年５月１日
至  平成23年４月30日

増  減 

（△は減少） 
増減率（％） 

賃貸マンション         20,363 22,187 1,824 9.0 

ア パ ー ト         96,444 82,137 △14,307 △14.8 

個 人 住 宅         630 521 △109 △17.3 

店舗マンション         5,253 4,565 △687 △13.1 

貸 店 舗         633 596 △36 △5.8 

そ の 他         204 313 109 53.8 

完
成
工
事
高 

小  計     123,529 110,322 △13,206 △10.7 

仲 介 料 収 入         2,015 2,146 131 6.5 

管理手数料収入         304 312 8 2.8 

退 去 補 修 工 事         2,660 2,597 △63 △2.4 

リフォーム工事         3,233 2,871 △361 △11.2 

業務受託料収入         1,916 1,833 △83 △4.3 

そ の 他         3,834 4,000 166 4.3 

兼
業
事
業
売
上
高 

小  計     13,963 13,762 △201 △1.4 

合   計     137,493 124,084 △13,408 △9.8 

 

 

  （５）受注残高（単体）                                                                                       （単位：百万円） 

期  別 
項  目 

前事業年度 
自  平成21年５月１日
至  平成22年４月30日

当事業年度 
自  平成22年５月１日
至  平成23年４月30日

増  減 

（△は減少） 
増減率（％） 

受 注 残 高         145,885 104,987 △40,897 △28.0 
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