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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24年3月31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 ％

24年3月期 7,194 1.0 8 ― 37 ― 44 ―
23年3月期 7,124 △15.8 △263 ― △244 ― △250 ―

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 ％ ％ ％

24年3月期 4.54 ― 1.0 0.5 0.1
23年3月期 △25.20 ― △5.6 △3.3 △3.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 7,305 4,327 59.2 448.34
23年3月期 7,151 4,317 60.4 434.04

（参考） 自己資本   24年3月期  4,327百万円 23年3月期  4,317百万円

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

24年3月期 △722 △3 △54 1,106
23年3月期 △79 △71 △59 1,890

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 28 66.1 0.7
25年3月期(予想) ― ― ― 3.00 3.00 24.1

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,300 36.5 10 ― 30 ― 15 △10.4 1.55
通期 8,670 20.5 100 ― 150 301.9 120 170.5 12.43



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．22「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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 348,245 株 23年3月期 53,245 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 9,774,672 株 23年3月期 9,947,927 株

※ 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、財務諸表に対する監査手続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条件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、添付資
料Ｐ．２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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 （１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災による落ち込みからの回復傾向にあり、今後も緩やかな回復が

続くものと思われます。 

東日本の復興政策は、昨年末に本格的な復興に向けた第３次補正予算が成立し、補正予算合計で約19兆円が組ま

れ、今後５年間での復興事業に充てられることになります。しかしながら予算成立の遅れ及び執行の遅れにより、

期待された復興需要の本格化が遅れる状況下、建設業界におきましては、今なお厳しい受注環境が続いておりま

す。 

当社の場合は、主として地盤注入工（ＣＰＧ、ジェットグラウト、３Ｄ・ＥＸ注入、自在ボーリング技術他）、

アンカー・斜面安定工（永久アンカー、ソイルネイリング他）、地盤改良工(ＤＪＭ、ＷＩＬＬ他)等の地盤関連技

術の専門工事に特化し、時代のニーズに合った新技術の開発及び改良を行い、固有の技術力の向上を図りつつ相応

した事業規模で「選択と集中」を基本戦略として堅実に経営を続けております。また、当社の保有している多くの

地盤関連工法及び技術により、国土復興に貢献しております。特にＣＰＧリフト工法（住宅及び工場施設等の沈下

修正、地盤強化）及びＶ－ＪＥＴ工法（新高圧噴射攪拌工法：大口径と高速施工）を新たに追加し、受注工事高、

完成工事高及び利益等の事業計画達成に全力を挙げて取り組んでおります。 

受注工事高につきましては、東日本大震災による工事の中止及び延期、復興需要の遅れ等による一部工事の発注

時期の遅れ及び東海地域以西における公共工事の減少により64億54百万円（前年同期比 ％増）となりました。

完成工事高につきましては、前事業年度からの繰越工事高の減少及び当事業年度の工事受注の低迷により、71億

94百万円(前年同期比 ％増)となりました。 

利益面につきましては、完成工事高の減少があったものの、一部高付加価値工事の施工高の確保により、営業利

益は8百万円（前年同期は２億63百万円の営業損失）、経常利益は37百万円（前年同期は２億44百万円の経常損

失）となりました。また、固定資産売却に伴う特別利益が発生したため、当期純利益は44百万円（前年同期は２億

50百万円の当期純損失）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（東京支店） 

地盤注入工、地盤改良工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は41億32百万円（前年同期

比 ％増）となり、セグメント利益は４億41百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

（名古屋支店） 

地盤注入工、アンカー・斜面安定工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は12億99百万円

（前年同期比 ％増）となり、セグメント利益は10百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

（関西支店） 

地盤注入工、地盤改良工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は７億10百万円（前年同期

比 ％増）となり、セグメント利益は32百万円（前年同期は37百万円のセグメント損失）となりました。 

（台北支店） 

地盤注入工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は４億３百万円（前年同期比 ％減）

となり、セグメント利益は１百万円（前年同期比 ％減）となりました。   

  

１．経営成績

12.1

1.0

5.8 56.6

37.2 27.8

15.1

52.9

97.4



②次期の見通し  

今後の景気の見通しでありますが、景気動向を予測する上で東日本大震災復興予算の確実な執行が重要な点と

考えられています。第３次補正予算までの復興予算合計額で約19兆円が閣議決定されました。今後復旧作業が本

格的に行われるものと期待しております。夏に向けての電力不足問題及び原発事故の収拾が長期化しているとい

う懸念材料はあるものの、今後復興予算の執行により景気が回復していくと予想しております。その様な状況の

なか、震災復旧に向けて建設会社としての使命を積極的に果たしていく所存であります。 

営業活動（受注）につきましては、当社の得意分野である耐震、液状化防止、災害復旧及び環境関連分野に積

極的に営業展開するのは勿論、新規顧客開拓についても積極的に営業展開し良質な受注の確保に取り組んでまい

ります。 

特にＣＰＧ工法につきましては、空港滑走路や港の護岸の液状化対策で多くの実績を有しております。今後に

つきましては工場施設並びに貯蔵タンク施設など、民間の建物の耐震補強工事及び沈下修正工事への適用を積極

的に進めてまいります。また、昨年発表いたしました大口径と高速施工が可能な新高圧噴射攪拌工法も震災復興

関連工事への適用を積極的に進めてまいります。  

工事活動（施工）につきましては、安全施工を 優先とし、施工品質を確保しつつ創意工夫による効率的な現

場運営を徹底しコストダウンを図り工事利益の確保に取り組んでまいります。 

技術開発活動につきましては、共同研究も含めた新工法の開発並びに実用化を重点として取り組んでまいりま

す。 

建設業の経営環境が厳しい状況のなか、役職員の更なる意識改革を図り、営業、施工、技術開発、管理それぞ

れの部門が密接な連携のもと事業計画の達成に向け全力で取り組んでまいります。 

通期の業績予想は次のとおりであります。 

   受注高     百万円 (前年同期比 ％増) 

   売上高     百万円 (前年同期比 ％増) 

   営業利益      百万円 (前年同期比    ) 

   経常利益      百万円 (前年同期比 ％増) 

   当期純利益    百万円 (前年同期比 ％増) 

   

8,800 36.3

8,670 20.5

100 －

150 301.9

120 170.5



（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は73億５百万円であり、前事業年度末に比べ１億53百万円増加しました。主な要因は、

現金預金の減少及び売上債権の増加によるものであります。  

総負債は29億77百万円であり、前事業年度末に比べ１億43百万円増加しました。主な要因は、仕入債務、未成

工事受入金の増加及び役員退職慰労金の支払いに伴う引当金の取崩しによるものであります。 

正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、20億50百万円であり、流動比率は、171.2％で財務の

健全性は保たれております。  

純資産につきましては、43億27百万円であり、前事業年度末に比べて９百万円増加となりました。自己資本比

率は59.2％(前事業年度末は60.4％)となっております。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高が前事業年度末より７億83百万円

減少し、当事業年度末は11億６百万円になりました。その内訳は次のとおりであります。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)  

営業活動の結果使用した資金は７億22百万円(前年同期比813.8％増)となりました。 

これは主に、売上債権の増加及び仕入債務、未成工事受入金の増加によるものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は３百万円(前年同期比95.2％減)となりました。 

これは主に、定期預金の預入、固定資産の取得及び固定資産の売却によるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は54百万円(前年同期比8.8％減)となりました。 

これは主に、自己株式の取得によるものであります。   

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

指標の算式 

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注2)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。 

(注3)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。  

(注4)平成24年３月期及び平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

  

   平成22年３月期  平成23年３月期  平成24年３月期 

自己資本比率(％)    59.9    60.4    59.4

時価ベースの自己資本比率(％)     16.7    22.5    23.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)     0.8    －    －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)     97.9    －    －



（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、特殊技術会社としての技術的発展と安定した成長を継続するため内部留保の充実を重視しております。

そのうえで、会社の業績に対応して、安定的な配当の継続を基本方針としております。 

また内部留保資金は財務体質の強化を図りながら、主として将来に向けた新商品(新工法)の開発と特殊施工機械

の製作に充当することとしております。 

株主配当金につきましては、この基本方針に基づき予定どおり１株当たり３円の復配とさせて頂きたいと存じま

す。次期につきましては、１株当たり３円とさせて頂きたいと存じます。    

  

（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。 

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありま

す。なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在において判断したものであります。 

  

①受注環境について 

当社は、主として公共土木関係の地盤注入工、アンカー・斜面安定工、地盤改良工等の特殊技術工事（地盤関連

技術）に特化し、受注活動を行っております。  

東日本大震災後の復旧・復興に向けた特別対応や一時的需要が短期的には見込まれますが、長期的に民間設備投

資は、景気の先行き不透明なことから慎重な姿勢を崩しておらず厳しい状況にあり、官公需につきましても公共事

業の削減など受注工事高の減少に直面しております。  

今後もこの傾向は続くものと思われ、当社の財政状態及び業績に少なからず影響するものと思われます。 

   

②災害、事故 

安全施工には万全を期しておりますが、万一、労働災害や事故が発生した場合には、当社の財政状態及び業績に

少なからず影響するものと思われます。 

  

③品質管理 

工事の品質確保には万全を期しておりますが、予測できない瑕疵により損害賠償請求等を受けた場合、当社の財

政状態及び業績に少なからず影響するものと思われます。 

  

④海外における事業活動とカントリーリスク 

当社は、平成３年７月、台北事業所（平成19年４月台北支店に改称）、平成22年11月、三信建設工業（香港）有

限公司及び平成23年10月、香港支店を開設して東南アジアを中心に海外工事の施工及び技術指導等の事業活動を行

っております。これらの事業活動は当該各国の諸契約に基づき行われていることから、当該各国の政治、経済及び

社会情勢の変化や法制度の変動（外国為替の変動を含む）により、当社の財政状態及び業績に少なからず影響する

ものと思われます。   

  

⑤法的規制等について 

建設業を営む当社は、建設業法はじめこれらの関連法律の規制を受けており、法律の改正や新たな規制等によ

り、当社の財政状態及び業績に少なからず影響するものと思われます。 

  

  



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社２社で構成され、建設事業及び建設コンサルティング事

業を主な事業の内容としております。 

 当社グループの事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 なお、事業の種類別セグメント情報がないので、工種別情報を示しております。 

  

建設事業    当社は特殊土木技術の専門工事業を営んでおります。 

子会社である三信建設工業（香港）有限公司が香港を拠点とした東南アジア諸国での建設事業を営

んでおります。  

その他の事業  子会社である㈱日東テクノ・グループが工業所有権の管理及び販売事業を営んでおります。 

  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

  

２．企業集団の状況



（１）会社の経営の基本方針 

1956年の創業以来、一貫して特殊土木技術の専門工事会社として成長してきました。創業時の基本方針は下記３

点であり現在の経営環境においても変更する必要はありません。 

①優れたもの、個性のあるもの、価値あるものの創造 

②高付加価値生産性 

③日本一の専門業者(地盤関連技術における)   

  

（２）目標とする経営指標 

自己資本利益率(ROE)については3.0％以上を目標とし、利益率の向上により、資本の効率的活用を目指してまい

ります。   

  

（３）中長期的な会社の経営戦略と会社が対処すべき課題 

当社は、地盤関連技術の専門会社として上記基本方針に則り、時代のニーズ、顧客のニーズを先取りし信頼に応

えるべく努力してまいりました。                      

今後も当社の主要工種である地盤注入工、アンカー・斜面安定工、地盤改良工の３本柱を中心に、新たに商品化

しました高速施工が可能なジェットグラウト工法及び曲線ボーリングを併用した薬液注入工法並びにＣＰＧ工法な

ど、新技術の開発と実用化を図りつつ、事業規模に相応したコンパクトで迅速な意思決定ができる組織体制を構築

し、「選択と集中」をキーワードに経営努力を続けてまいります。 

会社が対処すべき課題の各分野の取り組みについては以下のとおりであります。 

まず営業面につきましては、信頼獲得及び人脈形成が 重要と考えております。安定した経営を維持するために

は、受注量の確保は勿論、受注内容（収益性）を念頭に置いた営業が重要な課題であると認識しております。 

具体的には、①営業情報の早期収集、分析とその対応 ②技術提案型営業の推進 ③高付加価値工種への集中営業

（選択と集中） ④耐震、土壌改良等新規マーケット開拓の強化 ⑤民間工事の拡大 ⑥海外工事の確保 ⑦大型プロ

ジェクトへの参入等について、営業、施工、技術とが一体となり、明確な営業戦略のもと会社一丸となって受注促

進に努めてまいります。 

特に中期的には、震災復旧に関連した工事の受注を目指し集中営業していく所存であります。  

施工面につきましては、厳しい価格競争下で受注した工事の品質、安全に十分配慮し顧客の信頼を得ることが重

要な課題であると認識しております。常に本社技術部門、施工部門、協力会社が一体となり施工品質を高めていく

よう努力してまいります。また、健全な会社経営を行う上で 大の課題は工事利益の確保であります。受注単価が

ますます厳しくなるなかで実行予算管理をより厳密に実施、施工プロセスの見直し、ロス、ムダの絶滅、また購買

体制をより一層強化しコストダウンを図ってまいります。 

安全管理におきましては、リスクアセスメントにより災害ゼロを目指し、安全衛生協議会組織を基盤とし社員、

協力会社への教育、指導、支援を行います。また、定期的に自主安全パトロールを実施いたします。 

海外工事につきましては、台湾進出20年以上の歴史を土台に、香港を中心とする東南アジア市場を重視してまい

ります。 

技術開発面につきましては、共同開発も含めて顧客のニーズに直結する効率的な技術開発を中心に取り組んでま

いります。また、耐震対策工法、土壌改良等の環境関連工法及び曲線削孔を併用した工法の新技術開発及び技術改

良を重要課題として取り組み事業化を図ってまいります。 

海外技術の導入につきましては、米国、欧州、東南アジアの契約エージェントを通じて 新技術情報をタイムリ

ーに入手しております。 

管理面につきましては、厳しい経済情勢下、コーポレート・ガバナンス（企業統治）とコンプライアンス（法令

遵守）の重要性を認識し会社の信頼性を継続的に維持するため内部管理体制の強化が経営課題であると認識してお

ります。 

具体的には、①三信建設工業行動規範の遵守 ②内部統制システムの確立と周知徹底 ③内部監査の充実等につい

て取り組み、社会的使命を果たすべくより一層努力してまいります。 

なお、今後も「キャッシュ・フロー経営」を徹底し財政状態をより一層堅実なものにするとともに会社資産の有

効利用にも積極的に取り組む所存であります。 

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,180,393 1,403,417

受取手形 683,113 989,578

完成工事未収入金 1,552,584 2,289,828

リース投資資産 42,385 25,978

未成工事支出金 123,367 196,969

その他 75,807 58,379

貸倒引当金 △36,886 △35,656

流動資産合計 4,620,765 4,928,496

固定資産   

有形固定資産   

建物 659,482 632,615

減価償却累計額 △422,688 △416,083

建物（純額） 236,793 216,532

構築物 82,622 80,429

減価償却累計額 △55,883 △57,579

構築物（純額） 26,738 22,849

機械及び装置 4,985,553 4,185,164

減価償却累計額 △4,457,482 △3,723,155

機械及び装置（純額） 528,070 462,009

車両運搬具 900 900

減価償却累計額 △855 △855

車両運搬具（純額） 45 45

工具器具・備品 117,280 98,782

減価償却累計額 △89,552 △71,029

工具器具・備品（純額） 27,727 27,752

土地 270,938 250,283

リース資産 13,704 13,704

減価償却累計額 △7,447 △10,468

リース資産（純額） 6,256 3,235

有形固定資産合計 1,096,570 982,707

無形固定資産   

電話加入権 2,606 2,606

ソフトウエア 6,473 6,136

リース資産 19,009 11,855

無形固定資産合計 28,089 20,598



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 829,471 830,865

関係会社株式 35,651 13,251

従業員に対する長期貸付金 39,680 30,580

破産更生債権等 13,033 9,000

長期前払費用 5,036 6,742

敷金及び保証金 75,103 75,513

長期預金 400,000 400,000

その他 28,020 28,020

貸倒引当金 △20,036 △20,625

投資その他の資産合計 1,405,959 1,373,346

固定資産合計 2,530,619 2,376,652

資産合計 7,151,384 7,305,148

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,035,056 1,001,660

工事未払金 798,748 995,189

短期借入金 500,000 500,000

リース債務 10,685 9,210

未払金 131,015 147,435

未払費用 24,357 24,658

未払法人税等 11,333 16,349

未成工事受入金 32,375 115,747

預り金 11,752 7,642

完成工事補償引当金 700 700

工事損失引当金 15,000 4,500

賞与引当金 44,076 29,413

設備関係支払手形 21,157 25,469

流動負債合計 2,636,259 2,877,977

固定負債   

リース債務 15,844 6,634

繰延税金負債 10,708 13,860

退職給付引当金 18,233 14,731

役員退職慰労引当金 139,884 60,928

その他 13,125 3,768

固定負債合計 197,796 99,922

負債合計 2,834,055 2,977,899



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金 904,737 904,737

資本剰余金合計 904,737 904,737

利益剰余金   

利益準備金 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,868,491 2,768,491

繰越利益剰余金 △89,716 54,646

利益剰余金合計 2,903,775 2,948,138

自己株式 △6,849 △50,804

株主資本合計 4,301,662 4,302,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,666 25,177

評価・換算差額等合計 15,666 25,177

純資産合計 4,317,329 4,327,248

負債純資産合計 7,151,384 7,305,148



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

完成工事高 7,124,183 7,194,247

完成工事原価 6,528,347 6,434,402

完成工事総利益 595,835 759,844

販売費及び一般管理費   

役員報酬 65,011 48,767

従業員給料手当 314,928 282,969

賞与引当金繰入額 18,824 5,273

退職金 18,007 20,796

役員退職慰労引当金繰入額 21,975 12,256

法定福利費 52,942 46,851

福利厚生費 9,385 8,937

修繕維持費 1,218 52

事務用品費 29,590 28,400

通信交通費 44,707 40,026

動力用水光熱費 20,959 18,190

調査研究費 102,309 90,954

広告宣伝費 9,655 8,571

貸倒引当金繰入額 － △953

交際費 6,392 5,012

寄付金 90 412

地代家賃 45,873 38,699

減価償却費 25,734 24,680

租税公課 20,506 22,143

保険料 2,811 1,932

雑費 48,698 47,722

販売費及び一般管理費合計 859,621 751,698

営業利益又は営業損失（△） △263,786 8,146

営業外収益   

受取利息 4,789 3,567

有価証券利息 5,057 5,957

受取配当金 21,957 23,719

受取家賃 5,181 5,044

その他 7,730 4,758

営業外収益合計 44,717 43,046

営業外費用   

支払利息 6,583 6,474

貸倒損失 2,898 －

貸倒引当金繰入額 1,368 4,121

有価証券売却損 6,071 2,377

その他 9,003 899

営業外費用合計 25,925 13,874

経常利益又は経常損失（△） △244,994 37,318



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 846 －

貸倒引当金戻入額 6,922 －

固定資産売却益 3,344 86,355

その他 － 120

特別利益合計 11,113 86,475

特別損失   

ゴルフ会員権売却損 2,989 －

関係会社株式評価損 － 22,400

固定資産除却損 1,241 39,950

災害による損失 808 －

その他 43 2,318

特別損失合計 5,082 64,669

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △238,963 59,124

法人税、住民税及び事業税 11,740 14,761

法人税等合計 11,740 14,761

当期純利益又は当期純損失（△） △250,703 44,362



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 904,737 904,737

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 904,737 904,737

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 125,000 125,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,768,491 2,868,491

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 －

別途積立金の取崩 － △100,000

当期変動額合計 100,000 △100,000

当期末残高 2,868,491 2,768,491

繰越利益剰余金   

当期首残高 310,735 △89,716

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 －

別途積立金の取崩 － 100,000

剰余金の配当 △49,748 －

当期純利益又は当期純損失（△） △250,703 44,362

当期変動額合計 △400,451 144,362

当期末残高 △89,716 54,646

利益剰余金合計   

当期首残高 3,204,227 2,903,775

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △49,748 －

当期純利益又は当期純損失（△） △250,703 44,362

当期変動額合計 △300,451 44,362

当期末残高 2,903,775 2,948,138



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △6,522 △6,849

当期変動額   

自己株式の取得 △326 △43,955

当期変動額合計 △326 △43,955

当期末残高 △6,849 △50,804

株主資本合計   

当期首残高 4,602,441 4,301,662

当期変動額   

剰余金の配当 △49,748 －

当期純利益又は当期純損失（△） △250,703 44,362

自己株式の取得 △326 △43,955

当期変動額合計 △300,778 407

当期末残高 4,301,662 4,302,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 28,993 15,666

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,326 9,510

当期変動額合計 △13,326 9,510

当期末残高 15,666 25,177

純資産合計   

当期首残高 4,631,434 4,317,329

当期変動額   

剰余金の配当 △49,748 －

当期純利益又は当期純損失（△） △250,703 44,362

自己株式の取得 △326 △43,955

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,326 9,510

当期変動額合計 △314,105 9,918

当期末残高 4,317,329 4,327,248



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △238,963 59,124

減価償却費 182,777 163,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,344 △640

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △100 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,500 △10,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 275 △14,663

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,403 △3,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,975 △78,956

受取利息及び受取配当金 △31,805 △33,243

支払利息 6,583 6,474

為替差損益（△は益） 17,125 3,948

有価証券売却損益（△は益） 6,071 2,377

貸倒損失 898 －

有形固定資産売却損益（△は益） △3,344 △84,036

有形固定資産除却損 1,201 39,950

関係会社株式評価損 － 22,400

その他の特別損益（△は益） 43 △120

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 2,989 －

売上債権の増減額（△は増加） 231,095 △1,036,709

リース投資資産の増減額（△は増加） 16,407 16,407

未成工事支出金の増減額（△は増加） 33,317 △73,601

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,963 17,382

破産更生債権等の増減額（△は増加） 8,050 4,033

仕入債務の増減額（△は減少） △263,017 163,045

未成工事受入金の増減額（△は減少） △33,915 83,372

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,007 20,553

小計 △90,554 △733,826

利息及び配当金の受取額 30,857 33,938

利息の支払額 △6,583 △6,474

法人税等の支払額 △12,836 △16,634

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,117 △722,996



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △100,000 △8,000

定期預金の払戻による収入 300,000 －

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 14,809 9,378

出資金の回収による収入 200 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △29,894 △123,808

有形及び無形固定資産の売却による収入 6,300 116,217

投資有価証券の取得による支出 △256,557 △1,391

投資有価証券の売却による収入 － 311

子会社株式の取得による支出 △22,400 －

ゴルフ会員権の売却による収入 3,073 －

貸付けによる支出 △5,000 －

貸付金の回収による収入 15,289 9,100

その他投資取得による支出 △932 △5,635

その他投資減少による収入 4,041 440

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,071 △3,388

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △9,822 △10,685

自己株式の取得による支出 △326 △43,955

配当金の支払額 △49,748 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,897 △54,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,845 △2,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △221,931 △783,055

現金及び現金同等物の期首残高 2,111,965 1,890,033

現金及び現金同等物の期末残高 1,890,033 1,106,977



 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

  
当事業年度 

（自平成23年４月１日 
至平成24年３月31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 

償却原価法（定額法） 

  (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 

  (3）その他有価証券 

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しております。） 

なお、投資事業有限責任組合の出資については、組合の財産の持分相当額

を投資有価証券として計上し、組合の営業により獲得した損益の持分相当額

を当事業年度の損益として計上しております。 

また、組合の保有するその他有価証券の評価差額金に対する持分相当額を

その他有価証券評価差額金に計上しております。 

  時価のないもの： 

移動平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

(1）未成工事支出金 

評価基準：原価法 

  評価方法：個別法 

  (2）材料貯蔵品 

  評価基準：原価法 

  評価方法： 終仕入原価法 

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） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、平成19年度税制改正前の法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、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

ております。 

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

  (3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

  

  (4）長期前払費用 

法人税法の規定と同一の基準による定額法によっております。 

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、過去の補償実績を基礎に、

将来の補償見込額を加味して計上しております。 



  

  

該当事項はありません。 

  

  
当事業年度 

（自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日） 

  (3）工事損失引当金 

 将来の工事損失の発生に備えるため、当事業年度末の手持工事のうち工事

損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる請負工事に

ついて、工事損失見込額を計上しております。 

  (4）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を

計上しております。 

  (5）退職給付引当金 

当社は、自己都合退職金については確定拠出年金制度、会社都合退職金か

ら自己都合退職金を差し引いた金額については退職一時金制度（生命保険契

約により外部拠出し、保険料は支払時に費用処理）を採用しております。 

なお、生命保険契約の被保険者対象外となった従業員の退職給付に備える

ため、会社都合退職金から自己都合退職金を控除した金額を見積り、退職給

付引当金として計上しております。 

  (6）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給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額のうち当事業年度の発生額を計上しております。 

５．収益及び費用の計上基準 (1） 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

  (2）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準  

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース料受取時に完成

工事高と完成工事原価を計上する方法によっております。  

６．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

（７）財務諸表に関する注記事項

 （持分法損益等）



  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能な支店単位により取締役会におい

て経営資源の配分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、主として公共土木関係の地盤注入工、アンカー・斜面安定工、地盤改良工等の特殊技術工事（地盤

関連技術）に特化し、受注活動及び施工を行っており、国内におきましては東京・仙台・名古屋・大阪・広

島・九州（福岡）を拠点にし、海外おきましては中華民国（台湾）の台北及び中華人民共和国の香港を拠点と

した事業を営んでおります。 

第１四半期会計期間より、経営の効率化及び迅速化また時代の変化に対応することを目的とした組織変更を

行っております。セグメントに関わる変更内容は、前事業年度における報告セグメントの対象でありました

「東京第一事業部」、「東京第二事業部」、「東京第三事業部」及びその他報告セグメントの「地盤再生事業

部」、「リニューアル事業室」を統合し「東京支店」としました。 

会社組織変更後のセグメントにつきましては、完成工事高の多い支店の「東京支店」、「名古屋支店」、

「関西支店」、「台北支店」の４つを報告セグメントとしております。 

なお、前事業年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを表示

しております。 

   

２．報告セグメントごとの完成工事高、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方法には、社内損料として計算した減価償却費・機械等修繕費と

損益計算書計上額との差額を調整額に含めて記載しております。また、決算整理仕訳の引当金関係は報告セグ

メント別に管理されていないため、報告セグメント合計額と損益計算書計上額との差額を調整額に含めて記載

しております。  

    

３．報告セグメントごとの完成工事高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

＜会社組織変更後の区分方法により作成した前事業年度の情報を表示＞  

                                         （単位：千円）  

 （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、仙台支店、広島支

店、九州支店等を含めて記載しております。  

 （セグメント情報等）

 ａ．セグメント情報

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計 調整額 
（注２） 

 
財務諸表
計 上 額
(注３) 東京支店 

名古屋  
支 店  関西支店 台北支店 計 

 完成工事高  3,907,275  946,916 617,169 856,338 6,327,700 796,482  7,124,183  － 7,124,183

セグメント利益

又は損失(△) 
 282,126  13,884 △37,454 49,452 308,008 △42,778  265,230  △529,016 △263,786

セグメント資

産  
 1,231,581  377,375 193,371 190,956 1,993,284 463,922  2,457,207  4,694,177 7,151,384

その他の項目                                              

減価償却費  163,983  17,599 8,865 17,082 207,530 14,572  222,103  △44,125 177,977

有形固定資産

の増加額 
 21,810  － － 2,700 24,510 250  24,760  52,000 76,760



２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金戻入額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と損益計算書計上額との差額 千円、賞与引当金

取崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用 千

円が含まれております。全社費用は、主に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。 

セグメント資産の調整額 千円には、主に報告セグメントに含まれない本社の資産であ

ります。 

減価償却費の調整額 千円には、本社等共有資産の法定減価償却費及び社内損料として

計算した減価償却費の差額であります。 

有形固定資産の増加額の調整額 千円には、報告セグメントに含まれない本社の資産であ

ります。  

３． セグメント利益は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。            

   

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

                                           （単位：千円）  

 （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、仙台支店、広島支

店、九州支店、香港支店等を含めて記載しております。  

２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金戻入額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と損益計算書計上額との差額 千円、賞与引当金取

崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

が含まれております。全社費用は、主に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。 

セグメント資産の調整額 千円には、主に報告セグメントに含まれない本社の資産であ

ります。 

減価償却費の調整額 千円には、本社等共有資産の法定減価償却費及び社内損料として計算

した減価償却費の差額であります。 

有形固定資産の増加額の調整額 千円には、報告セグメントに含まれない本社の資産であ

ります。  

３． セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。          

   

△529,016 5,500

54,573

△198 △598,529

4,694,177

△44,125

52,000

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計 調整額 
（注２） 

 
財務諸表
計 上 額
(注３) 東京支店 

名古屋  
支 店  関西支店 台北支店 計 

 完成工事高  4,132,773  1,299,421 710,086 403,421 6,545,702 648,544  7,194,247  － 7,194,247

セグメント利益

又は損失(△) 
 441,758  10,024 32,997 1,267 486,048 19,535  505,584  △497,438 8,146

セグメント資

産  
 1,897,619  521,615 216,803 55,851 2,691,889 433,526  3,125,416  4,179,732 7,305,148

その他の項目                                              

減価償却費  105,437  23,720 10,548 9,411 149,118 8,634  157,752  △692 157,060

有形固定資産

の増加額 
 71,400  492 116 9,512 81,521 326  81,847  31,590 113,437

△497,438 10,500

6,681

7,360 △522,796

4,179,732

△692

31,590



前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

                                         (単位：千円)  

  

２．地域ごとの情報 

(1）完成工事高 

地域ごとの完成工事高については、「５．その他 （2）受注工事高及び施工高の状況の③完成工事

高」に記述してありますのでご参照ください。   

  

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。   

  

３．主要な顧客ごとの情報 

主要な顧客ごとの情報については、「５．その他 （2）受注工事高及び施工高の状況の③完成工事

高」に記述してありますのでご参照ください。    

  

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

                                                                               (単位：千円)  

  

２．地域ごとの情報 

(1）完成工事高 

地域ごとの完成工事高については、「５．その他 （2）受注工事高及び施工高の状況の③完成工事

高」に記述してありますのでご参照ください。   

  

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。   

  

３．主要な顧客ごとの情報 

主要な顧客ごとの情報については、「５．その他 （2）受注工事高及び施工高の状況の③完成工事

高」に記述してありますのでご参照ください。    

  

   

 ｂ．関連情報

  地盤注入工 
アンカー・ 

斜面安定工 
地盤改良工 その他 合計 

外部顧客への 

完成工事高 
3,828,500 1,397,918 1,160,356  737,407 7,124,183

  地盤注入工 
アンカー・ 

斜面安定工 
地盤改良工 その他 合計 

外部顧客への 

完成工事高 
 3,617,091  1,589,947  1,406,777  580,430  7,194,247



前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

   

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

   

前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

   

  
（注）１．当事業年度の潜在株式調整後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。また、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 ｃ．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

 ｄ．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

 ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

 （１株当たり情報）

  
  
  

前事業年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円  434.04 円 448.34

１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△） 
円 △25.20 円 4.54

  
前事業年度 

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
 △250,703  44,362

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 
 △250,703  44,362

期中平均株式数（株）  9,947,927  9,774,672

 （重要な後発事象）



(1）役員の異動  

該当事項はありません。 

  

(2）受注工事高及び施工高の状況 

①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 （注）１．前事業年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを表示してお

ります。 

２．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては当期受注工事高

にその増減額を含めております。従って、当期完成工事高にもこの増減額が含まれます。 

３．次期繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

４．当期施工高は、(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致します。 

  

②受注工事高の受注方法別比率 

 工事受注方法は、特命と競争に大別されます。 

 （注）百分比は請負金額比であります。 

５．その他

期 別 セグメント別 
前期繰越
工事高 

（百万円）

当期受注
工事高 

（百万円）

計
  

（百万円）

当期完成
工事高 

（百万円）

次期繰越工事高 
当期

施工高 
（百万円）

手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

前事業年度 
（自平成22年 

４月１日 
至平成23年 
３月31日） 

            ％    

東京支店 1,565 3,676 5,242 3,907  1,335  3.5  46 3,953

名古屋支店 968 1,298 2,266 946  1,319  －  － 946

関西支店 830 △32 797 617  180  －  － 617

台北支店 714 292 1,007 856  150  29.2  44 831

その他 543 520 1,064 796  267  －  － 729

計 4,622 5,756 10,378 7,124  3,253  2.8  90 7,078

当事業年度 
（自平成23年 

４月１日 
至平成24年 
３月31日） 

            ％    

東京支店 1,335 3,752 5,087 4,132  954  18.2  173 4,259

名古屋支店 1,319 954 2,274 1,299  975  －  － 1,299

関西支店 180 634 815 710  105  －  － 710

台北支店 150 282 432 403  29  －  － 359

その他 267 830 1,098 648  449  1.1  4 653

計 3,253 6,454 9,708 7,194  2,514  7.1  178 7,282

期 別 特命（％） 競争（％） 計（％） 

前事業年度 
（自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日） 

 99.3  0.7  100

当事業年度 
（自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日） 

 99.8  0.2  100



③完成工事高 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．前事業年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを表示してお

ります。 

３．当事業年度については、海外工事の割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

なお、前事業年度については、海外工事の割合が100分の10以上を占めるため、国内と海外に分けて記載し

ております。 

４．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

なお、当事業年度については、海外工事の割合が100分の10未満のため記載を省略しております。  

５．完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。 

前事業年度 請負金額１億円以上の主なもの 

  

期 別 セグメント別 

国内 海外 
計
(Ｂ)  

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） （Ａ）

(Ａ)/(Ｂ) 
（％）  

前事業年度 
（自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日） 

東京支店 2,189 1,638 79  2.0 3,907

名古屋支店 379 567 －  － 946

関西支店 292 325 －  － 617

台北支店 － － 856  100.0 856

その他 484 312 －  － 796

計 3,345 2,843 935  13.1 7,124

期 別 セグメント別 

全社 ― 
計 

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） ― ―  

当事業年度 
（自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日） 

東京支店 1,388 2,744 －  － 4,132

名古屋支店 320 979 －  － 1,299

関西支店 280 429 －  － 710

台北支店 349 53 －  － 403

その他 352 295 －  － 648

計 2,691 4,502 －  － 7,194

地域 
前事業年度 
（％） 

当事業年度 
（％） 

中華民国（台湾）  89.8  －

その他  10.2  －

計  100.0  －

前田建設工業㈱・長鴻營造股份有限公司

ＪＶ 

  台北地下鉄松山線ＣＧ５９０Ａ工区地盤注入工事その２ 

東亜建設工業㈱・㈱不動テトラ・㈱本間

組ＪＶ 

  神戸港ポートアイランド（第２期）地区岸壁（ＰＣ－14

～17）改良工事（第３工区） 

㈱銭高組・大日本土木㈱・アイサワ工業

㈱ＪＶ  

  環状２号線地下鉄トンネル西新橋工区地盤改良工事  

㈱大林組・ジェイアール東海建設㈱ＪＶ   東海道新幹線東新橋北区盛土改築注入工事  

㈱大林組・九鉄工業㈱・鉄建建設㈱ＪＶ   小倉・西小倉間紫川Ｂ地盤改良工事 



当事業年度 請負金額１億円以上の主なもの 

６．完成工事高に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりでありま

す。 

  

④手持工事高（平成24年３月31日現在） 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。  

２．当事業年度末における手持工事高のうち海外工事の割合が100分の10未満のため海外工事を含めて記載して

おります。   

３．手持工事のうち請負金額１億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

      

日揮プラントソリューション㈱   第一三共プロファーマ㈱小名浜工場震災復旧地盤改良工

事 

大成建設㈱    舞鶴若狭自動車道笙の川橋工事  

前田建設工業㈱・長鴻營造股份有限公司

ＪＶ 

  台北地下鉄松山線ＣＧ５９０Ａ工区地盤注入工事その３ 

成和リニューアルワークス㈱   四日市地区液状化対策地盤改良工事 

佐藤工業㈱   仙台市田子西土地区画整理事業地盤改良工事 

  

 相手先 

前事業年度 

（自平成22年４月１日  

  至平成23年３月31日）  

当事業年度 

（自平成23年４月１日  

  至平成24年３月31日）  

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

 大成建設㈱   －   －   1,124   15.6

 ㈱大林組   1,104   15.5   －   －

 前田建設工業㈱   821   11.5   －   －

セグメント別 
官公庁 

（百万円） 
民間 

（百万円） 
計 

（百万円） 

東京支店  388  566  954

名古屋支店  195  779  975

関西支店  27  77  105

台北支店  29  －  29

その他  302  147  449

計  943  1,571  2,514

清水建設㈱ 舞鶴若狭自動車道三方インターチェンジ地盤

改良工事 

  平成24年５月 

完成予定 

大成建設㈱  舞鶴若狭自動車道笙の川橋工事   平成24年９月 

完成予定 

前田建設工業㈱・中國建築國際集

團有限公司ＪＶ  

香港ＭＴＲ高速鉄道８２３Ａ工区地盤注入工

事  

  平成25年３月  

完成予定  

三和土質基礎㈱ 北海道新幹線、新函館駅路盤地盤改良工事   平成24年８月 

完成予定 
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