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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 3,361 13.3 24 ― 25 ― 7 ―
24年3月期 2,966 △16.4 △221 ― △227 ― △299 ―

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 ％ ％ ％

25年3月期 2.18 ― 0.7 0.9 0.7
24年3月期 △87.51 ― △23.2 △8.1 △7.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  13百万円 24年3月期  10百万円

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

25年3月期 2,993 1,142 38.2 334.49
24年3月期 2,725 1,129 41.4 330.53

（参考） 自己資本   25年3月期  1,142百万円 24年3月期  1,129百万円

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

25年3月期 20 △7 190 382
24年3月期 △407 27 205 178

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 1,532 8.9 △48 ― △49 ― △30 ― △9.05
通期 3,935 17.1 44 80.5 43 75.2 27 270.5 8.06



※  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 

(注)当事業年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細
は添付資料18ページ「４.財務諸表 (5)財務諸表に関する注記事項（重要な会計方針）」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 3,420,000 株 24年3月期 3,420,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 5,161 株 24年3月期 3,667 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 3,415,391 株 24年3月期 3,417,060 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、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 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、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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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の注意事項等については、添付資料３ページ「１.経営成績・財政状態の分析(１)経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧下さい。 
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 ①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧・復興需要などが内需を牽引し、緩やかな回

復に向かいましたが、長引く円高や欧州債務問題、中国をはじめとする新興国の経済成長鈍化、また対

中国関係の悪化などから輸出が減少傾向となり、さらに雇用・所得環境の一服などから個人消費も息切

れするなど、日本経済は一時踊り場となりました。しかしながら、12月の新政権の打ち出した大胆な金

融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三つを基本方針とした経済政策への期待感

から円安や株高傾向となり、個人消費も好転するなど景気回復への期待が高まりました。 

建設業界におきましては、震災の復旧・復興関連事業や、震災発生により発注が見送られたことに対

する震災地以外の発注の反動増などから公共工事の発注が増加しましたが、震災地での労務・資材費の

上昇や入札不調の発生の増加による執行の遅れ、また民間建設投資も回復傾向にあるもののまだ低水準

であるなど、依然として厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の下、当社は平成22年度からスタートさせた「３カ年中期経営計画」の最終事業年度

として、堅実な持続成長を実現可能とする収益構造の再構築を重要課題に掲げ、業務執行体制の強化を

はかるとともに営業展開の強化や固定費を含めコスト低減に努め、受注量の獲得と収益性の改善に注力

してまいりました。 

その結果、当事業年度の業績は、受注高が3,559百万円（前事業年度比22.5％増）と前事業年度から

654百万円増加し、また売上高も3,361百万円（前事業年度比13.3％増）と前事業年度から増収となりま

した。 

利益につきましては、受注単価が競争激化や元請けの一部低入札受注などにより低下傾向となりまし

たが、受注高の増加により完成工事高が増加したことや人員減などによる人件費の減少、またコスト低

減に努めた結果、完成工事総利益率が改善し営業利益24百万円（前事業年度は営業損失221百万円）、

経常利益25百万円（前事業年度は経常損失227百万円）に、また前事業年度に計上した多額の繰越欠損

金があることから繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰延税金資産の取崩しを行ったこ

とから当期純利益は７百万円（前事業年度は当期純損失299百万円）となりました。 

    主要な工事の状況は、次のとおりであります。 

   (気泡コンクリート工事) 

競争の激化などから空洞充填工事の受注高は430百万円（前事業年度比27.5％減）と前事業年度から

減少しましたが、工事発注の増加から軽量盛土工事の受注高が1,679百万円（前事業年度比70.4％増）

に、また管路中詰工事も見込んでいた大型工事を受注出来たことから、受注高が682百万円（前事業年

度比163.4％増）と前事業年度から大幅に増加し、気泡コンクリート工事全体の受注高は2,792百万円

（前事業年度比51.9％増）と増加いたしました。 

完成工事につきましても、空洞充填工事の完成工事高は437百万円（前事業年度比28.3％減）と減少

し、また管路中詰工事も工期の関係などから完成工事高は360百万円（前事業年度比5.0％増）と微増で

したが、軽量盛土工事が受注高の増加から完成工事高が1,737百万円（前事業年度比79.2％増）と前事

業年度から大幅に増加し、気泡コンクリート工事全体の完成工事高は2,535百万円（前事業年度比

31.8％増）と増加いたしました。 

   (地盤改良工事) 

価格競争の激化や施工機械の調達難などから受注が見込どおり出来ず、地盤改良工事の受注高は765

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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百万円（前事業年度比26.2％減）と減少いたしました。 

完成工事高につきましても、受注高の減少から地盤改良工事の完成工事高は803百万円（前事業年度

比18.1％減）と減少いたしました。 

  

 (売上高実績) 

 
  

 当期の完成工事のうち請負金額5,000万円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
  

  当期の完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はございません。 

  

 ②次期の見通し 

次期の見通しとしましては、わが国経済は、新政権の経済対策に期待感は高まってはいるものの、景

況感が一部の企業だけではなく社会全体の実体経済に拡がりを見せるかは、まだ不透明な状況でありま

す。 

建設業界におきましては、震災の本格的な復旧・復興需要や新政権の打ち出した緊急経済対策に伴い

公共工事が増加すると予想されますが、技術者・技能労働者の不足や労務費の上昇、また被災地の需要

増や円安による資材費の上昇等の問題が工事進捗に影響を及ぼすおそれがあり、今後の動向を注視する

必要があると思われます。 

専門工事業者におきましては、引き続き受注価格競争の激化や元請けの低入札受注が予想されること

から、厳しい経営環境で推移すると思われます。 

当社といたしましては、営業展開を一層強化し、受注の獲得に注力するとともに、施工効率の向上及

びコスト低減を推進し、収益性の改善に努めてまいります。 

次期の業績につきましては、ガスパイプライン関係や水道関係の管路中詰工事を中心に気泡コンクリ

ート工事の需要が見込まれることから、受注高4,300百万円、売上高3,935百万円、営業利益44百万円、

経常利益43百万円、当期純利益27百万円を見込んでおります。 

  

期別 
 

 
区分

前事業年度 
(自 平成23年４月１日) 
至 平成24年３月31日

当事業年度 
(自 平成24年４月１日) 
至 平成25年３月31日

増減率 
（％）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

気泡コンクリート工事 1,922,913 64.8 2,535,244 75.5 31.8

地盤改良工事 981,348 33.1 803,908 23.9 △18.1

補修工事 11,477 0.4 ― ― △100.0

その他工事 18,264 0.6 1,092 0.0 △94.0

商品販売 32,647 1.1 21,459 0.6 △34.3

合計 2,966,650 100.0 3,361,704 100.0 13.3

   (注文者) (工事名)

      西松建設株式会社 舞鶴若狭自動車道上中インターチェンジ工事

      西松建設株式会社 両総農業水利事業南部幹線用水路その52工事

      東急建設株式会社 23邑南農林道２工区工事

      株式会社大林組 京都縦貫自動車道長岡京高架化北(下部工)工事

      株式会社松原組 奥瀞道路谷口橋下部他工事
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①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ267百万円増加し2,993百万円となりました。

その主な要因としましては、現金預金や受取手形、完成工事未収入金の増加などによる流動資産の増加

によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ254百万円増加し1,851百万円となりました。その主な要因としまし

ては、社債などが減少しましたが、支払手形や工事未払金、長期借入金などが増加したことによるもの

であります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ13百万円増加し1,142百万円となりました。その主な要因としま

しては、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことや、株価の上昇によりその他有価証券評価

差額金のマイナス計上が減少したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 (営業活動におけるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られた資金は20百万円（前事業年度は407百万円の使用）となりました。これは主

に、前事業年度末より売上債権が118百万円増加しましたが、税引前当期純利益24百万円を計上し、ま

た前事業年度末より仕入債務が100百万円、未払消費税等が15百万円増加したことなどによるものであ

ります。 

 (投資活動におけるキャッシュ・フロー) 

投資活動に使用した資金は７百万円（前事業年度は27百万円の収入）となりました。これは、有形固

定資産の取得による支出であります。 

 (財務活動におけるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は190百万円（前事業年度比7.4％減）となりました。これは主に、長期

借入金の増加によるものであります。 

これにより「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度末に比べ203百万円増加し、382百万円

（114.2％増）となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
    自己資本比率           ：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   (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。 

2 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローのよるキャッシュ・フ

ローを使用しております。 

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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

4 平成24年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため「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」を記載しておりません。 

（２）財政状態に関する分析

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 45.7 46.2 49.6 41.4 38.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

10.7 14.4 24.0 17.5 38.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

266.3 640.9 74.2 ― 2,730.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

32.3 10.5 105.9 ― 2.3
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当社は、株主に対する利益配分が大変重要であると考えており、将来の事業展開と品質の更なる進化

をはかるための内部留保の充実に留意するとともに、業績に基づく成果配分を実施する方針でありま

す。 

内部留保資金の使途につきましては、事業発展のための中長期的な視点に立った設備投資、研究開発

等に充当してまいります。 

当期配当につきましては、今後の事業展開での資金需要を勘案し、誠に遺憾ではございますが配当を

見送らせていただきたいと存じます。 

今後につきましては、当社は現在鋭意業績の改善に取組んでいるところであり、現時点では内部留保

を厚くし、財務体質を強化することが安定した配当を実施するために不可欠と考えており、次期の配当

につきましては、見送りをさせていただく予定であります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

麻生ﾌｵｰﾑｸﾘｰﾄ㈱（1730）平成25年３月期決算短信（非連結）

－5－



  

当社の事業に係るリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、以

下のようなものがあります。 

 ①公共工事の大幅な減少 

当社の主力工事である気泡コンクリート工事の施主としましては官公庁の比率が高く、当社は、当社

工法の普及拡大及びコスト低減に努めるとともに、民間工事の受注にも注力しておりますが、公共工事

が大幅に減少した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ②受注単価の低下 

当社の工事受注形態は主に下請であり、当社は工事原価の低減に取組み価格競争力を高める努力をし

ておりますが、元請業者の低価格入札や競合業者の安値受注活動が増加し受注単価が低下した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ③売掛債権の不良債権化 

当社は多くの取引先から工事を受注しており、リスク回避に向け与信管理を徹底しておりますが、取

引先が経営破綻し売掛債権が不良債権化した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

    ④不採算工事の発生 

当社は工事ごとに厳正な原価管理を行っておりますが、施工途中での設計変更や工事の手直し、また

天候不順等による工期の延長等で想定外の原価が発生し不採算工事となった場合には、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

    ⑤重大な災害、事故の発生 

当社はリスク管理に注力し安全管理にも万全を期しておりますが、重大な災害、事故が発生した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑥工事用材料、資機材の調達 

工事用材料、資機材の調達につきましては、常に価格交渉を行い価格低減に努めておりますが、調達

価格の上昇、納期遅延等があった場合、特に当社主力の気泡コンクリート工事の主材料であるセメント

価格が急激に上昇し、工事受注価格に転嫁出来ない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

    ⑦製品に対する重要な訴訟 

当社は完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるとともに品質管理には万全を期しており、現時点では

重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、瑕疵担保責任による多額の損害賠償請求等を受

けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、上記の項目は、当決算短信提出日において判断したものであり、また当社の事業リスクの全て

を網羅するものではないことをご留意ください。 

（４）事業等のリスク
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（１）企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、親会社の株式会社麻生、親会社の子会社２社（麻生セメント株式会社及び麻

生商事株式会社）、関連会社の広東冠生土木工事技術有限公司で構成されており、当社は気泡コンクリー

ト工事(注)の現場施工、地盤改良工事の施工、その他工事の施工及び工事用資材（起泡剤等）の商品の販

売を主な内容として事業活動を展開しております。 

また当社は、親会社の子会社である麻生商事株式会社より工事を受注し、親会社の子会社２社より工事

用資材を一部仕入れております。 

以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

(注) 1 麻生ラファージュセメント株式会社は、平成25年１月１日をもって麻生セメント株式会社に商号変
更しております。 

 
  

２．企業集団の状況

         2 気泡コンクリート・・・ 
  
 
  
 
 

セメント、骨材、水及び起泡剤の材料から構成され、スラリー(泥状

物)状のモルタル(セメント・原料土・水を練り混ぜた物)に発泡させた

気泡を混入して作られたコンクリートであります。作られた気泡コン

クリートは、エアモルタルと呼ばれています。なお、原料土を使用し

ない気泡コンクリートをエアミルクといいます。
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（２）関係会社の状況 

 
 (注)１ 議決権の被所有割合の( )内は、間接被所有の割合で内数であります。 

２ 有価証券報告書を提出しております。 

  

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は出資割合(％)

関係内容

（親会社） 
株式会社麻生(注)２ 
 

福岡県飯塚市
    (千円)

3,580,000

医療関係事業
環境関連事業
建設資材製造販売
不動産事業

 被所有
       62.1
      (20.5)

役員の兼任等２名

(関連会社) 
広東冠生土木工事有限
公司

広東省広州市
(千元)
16,000

気泡コンクリート
の現場施工 
起泡剤の製造

 出資割合
       25.0

技術協力
役員の兼任等３名

麻生ﾌｵｰﾑｸﾘｰﾄ㈱（1730）平成25年３月期決算短信（非連結）

－8－



  

当社は、「独自の建設施工技術を通して社会のニーズを満たし、環境に調和する社会資本整備の充実

と安全を担保する土木構造物の補修・補強や長寿命化に貢献する。」ことを企業使命としております。

また、経営姿勢としまして、「WE DELIVER THE BEST」：社会及び事業環境が大きく変遷する時代

に、創業以来培ってきた「安全第一の精神」と「揺るぎない信頼」及び「独自の施工技術」を核に、常

に新しい価値提案を続け、お客様にとって満足度の高い製品を提供することとしており、基本姿勢は以

下のとおりであります。 

・全ての「現場の安全」を最優先に考え、行動する。 

・お客様の満足度が高い製品の「品質」と「経済性」を提供する。 

・利害関係者の期待する持続的な「企業価値向上」を実現する。 

・市場情報の把握・分析を徹底し、明確なる対象に「集中対応」する。 

・持続的成長を支える「収益力」の向上を目指し、絶え間なき改善を実行する。 

・経営プロセスの「見える化」を徹底し、透明且つ風通しの良い組織を目指す。 

・全社員の絶える事のない「能力進化」を支援出来る環境を整えて行く。 

建設業界を取り巻く厳しい経営環境において、当社は経営基盤の強化をはかるためにはフリーキャッ

シュフローの堅実な向上が重要と考え、本業の営業利益を重視しております。 

当社は、気泡コンクリート工事を中核に、国内土木分野での専門工事業者として成長してまいりまし

たが、国内建設市場のニーズの多様化、また海外においては経済成長が続く新興国の社会インフラ整備

の推進など、建設業を取り巻く環境は大きく変化しており、当社はこうした経営環境の変化に対し、成

長戦略の第一歩として、平成22年度を初年度とする３カ年中期経営計画をスタートさせ、顧客ニーズを

的確に捉え、更なる顧客満足のために環境変化に柔軟に対応出来る組織を構築し対応してまいりました

が、市場の変化に行動が追従出来ず、顕著な成果を出すことが出来ませんでした。 

当社としましては、今後も中核である気泡コンクリート工事の受注競争力を強化し、さらに顧客の求

めるニーズに対し研究開発に取組み、需要創造をはかってまいります。また設計からの提案営業を強化

するなど、効果的な受注活動を展開し、事業基盤の再構築に取組むとともに、「気泡コンクリートを最

もよく知る企業」を目指してまいります。 

国内建設市場のニーズの多様化や競争の激化が続くなかにあって、収益構造の再構築が重要な課題で

あると認識しております。当社といたしましては、「顧客の創造」「施工技術の進化」「収益力の再構

築」という三つの喫緊の課題への挑戦を継続し、受注の確保に注力するとともに、より一層の施工効率

の向上及びコスト低減に取組み、収益性の改善に努めてまいります。 

また、今後の震災の復旧・復興需要や大規模災害への減災・防災需要に対し積極的に取組み、社会イ

ンフラ再整備と安全・安心の基盤づくりに貢献してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 178,483 382,384

受取手形 ※２  409,637 ※２  480,405

完成工事未収入金 621,175 670,726

売掛金 2,619 1,301

未成工事支出金 18,552 10,883

原材料及び貯蔵品 34,413 26,230

前払費用 14,456 15,479

繰延税金資産 20,878 7,862

未収消費税等 4,589 －

その他 8,397 8,765

貸倒引当金 △763 －

流動資産合計 1,312,441 1,604,039

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  278,924 ※１  278,924

減価償却累計額 △209,533 △215,758

建物（純額） 69,391 63,166

構築物 17,120 17,120

減価償却累計額 △16,856 △16,924

構築物（純額） 263 196

機械及び装置 492,579 501,169

減価償却累計額 △453,484 △468,608

機械及び装置（純額） 39,094 32,560

車両運搬具 30,522 31,102

減価償却累計額 △30,417 △30,620

車両運搬具（純額） 105 481

工具、器具及び備品 91,796 91,506

減価償却累計額 △83,431 △86,146

工具、器具及び備品（純額） 8,364 5,359

土地 ※１  1,122,839 ※１  1,122,839

リース資産 5,370 5,370

減価償却累計額 △3,043 △4,117

リース資産（純額） 2,327 1,253

有形固定資産合計 1,242,386 1,225,857

無形固定資産   

ソフトウエア 8,061 6,231

リース資産 14,397 7,198

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産合計 24,809 15,780
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 19,364 25,258

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 6,235 6,185

長期前払費用 3,922 3,894

繰延税金資産 2,604 －

敷金 15,121 14,473

ゴルフ会員権 92,055 92,055

貸倒引当金 △31,150 △31,100

投資その他の資産合計 144,821 147,434

固定資産合計 1,412,017 1,389,072

繰延資産   

社債発行費 884 211

繰延資産合計 884 211

資産合計 2,725,343 2,993,323

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※１, ※２  643,266 ※１, ※２  714,469

工事未払金 ※１  246,542 ※１  277,961

短期借入金 ※１  116,000 ※１  112,000

1年内償還予定の社債 ※１  52,000 ※１  20,000

1年内返済予定の長期借入金 ※１  40,000 ※１  110,000

リース債務 8,686 8,686

未払金 56,717 46,496

未払費用 5,431 5,595

未払法人税等 2,351 4,095

未払消費税等 － 15,282

未成工事受入金 10,290 －

賞与引当金 20,396 14,971

完成工事補償引当金 2,936 686

工事損失引当金 3,379 －

その他 4,219 3,881

流動負債合計 1,212,216 1,334,127

固定負債   

社債 ※１  20,000 －

長期借入金 ※１  145,000 ※１  330,000

リース債務 8,874 187

退職給付引当金 182,390 151,595

役員退職慰労引当金 25,186 32,349

受入保証金 2,465 2,821

固定負債合計 383,916 516,953

負債合計 1,596,132 1,851,080
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金 985,000 985,000

繰越利益剰余金 △262,059 △254,627

利益剰余金合計 746,990 754,422

自己株式 △862 △1,155

株主資本合計 1,135,728 1,142,867

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,517 △624

評価・換算差額等合計 △6,517 △624

純資産合計 1,129,210 1,142,242

負債純資産合計 2,725,343 2,993,323
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 2,934,003 3,340,245

商品売上高 32,647 21,459

売上高合計 2,966,650 3,361,704

売上原価   

完成工事原価 2,585,444 2,839,797

商品売上原価 29,227 15,468

売上原価合計 2,614,672 2,855,265

売上総利益   

完成工事総利益 348,558 500,448

商品売上総利益 3,419 5,990

売上総利益合計 351,978 506,438

販売費及び一般管理費   

役員報酬 42,131 36,648

従業員給料手当 215,860 174,740

賞与引当金繰入額 10,517 7,590

退職金 447 688

退職給付費用 11,031 7,254

役員退職慰労引当金繰入額 3,711 7,162

法定福利費 38,253 29,702

福利厚生費 4,671 1,141

修繕維持費 11,043 7,843

事務用品費 7,844 5,350

通信交通費 50,579 44,871

動力用水光熱費 6,405 6,305

調査研究費 ※１  38,856 ※１  23,167

広告宣伝費 2,808 1,452

貸倒引当金繰入額 △15,930 △813

交際費 3,977 3,438

寄付金 37 37

地代家賃 36,495 33,273

減価償却費 17,747 17,445

租税公課 17,548 16,531

保険料 1,582 1,788

雑費 68,342 56,355

販売費及び一般管理費合計 573,963 481,977

営業利益又は営業損失（△） △221,984 24,461
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 222 58

受取手数料 317 326

受取配当金 458 3,059

受取技術料 6,964 7,022

雑収入 940 1,956

営業外収益合計 8,903 12,423

営業外費用   

支払利息 2,875 8,093

社債利息 936 431

手形売却損 275 432

支払保証料 1,875 644

社債発行費償却 653 672

貸倒引当金繰入額 4,950 －

雑支出 2,539 1,513

営業外費用合計 14,105 11,789

経常利益又は経常損失（△） △227,187 25,095

特別損失   

固定資産除却損 ※２  5,584 ※２  123

特別損失合計 5,584 123

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △232,771 24,972

法人税、住民税及び事業税 2,660 1,921

法人税等調整額 63,594 15,619

法人税等合計 66,254 17,541

当期純利益又は当期純損失（△） △299,026 7,431
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 209,200 209,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 180,400 180,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 180,400 180,400

資本剰余金合計   

当期首残高 180,400 180,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 24,050 24,050

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 985,000 985,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 985,000 985,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 54,053 △262,059

当期変動額   

剰余金の配当 △17,086 －

当期純利益又は当期純損失（△） △299,026 7,431

当期変動額合計 △316,112 7,431

当期末残高 △262,059 △254,627

利益剰余金合計   

当期首残高 1,063,103 746,990

当期変動額   

剰余金の配当 △17,086 －

当期純利益又は当期純損失（△） △299,026 7,431

当期変動額合計 △316,112 7,431

当期末残高 746,990 754,422
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △742 △862

当期変動額   

自己株式の取得 △120 △292

当期変動額合計 △120 △292

当期末残高 △862 △1,155

株主資本合計   

当期首残高 1,451,961 1,135,728

当期変動額   

剰余金の配当 △17,086 －

当期純利益又は当期純損失（△） △299,026 7,431

自己株式の取得 △120 △292

当期変動額合計 △316,232 7,138

当期末残高 1,135,728 1,142,867

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △7,550 △6,517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,032 5,893

当期変動額合計 1,032 5,893

当期末残高 △6,517 △624

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △7,550 △6,517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,032 5,893

当期変動額合計 1,032 5,893

当期末残高 △6,517 △624

純資産合計   

当期首残高 1,444,411 1,129,210

当期変動額   

剰余金の配当 △17,086 －

当期純利益又は当期純損失（△） △299,026 7,431

自己株式の取得 △120 △292

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,032 5,893

当期変動額合計 △315,200 13,031

当期末残高 1,129,210 1,142,242
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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（△） △232,771 24,972

減価償却費 42,192 34,604

固定資産除却損 5,584 123

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,980 △813

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,370 △30,795

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,483 △5,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,711 7,162

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △585 △2,250

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,379 △3,379

受取利息及び受取配当金 △680 △3,118

支払利息 3,812 8,525

売上債権の増減額（△は増加） △95,322 △118,950

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,960 7,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,287 8,183

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,589 4,589

仕入債務の増減額（△は減少） △92,014 100,112

未払金の増減額（△は減少） 5,521 △9,811

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,364 15,282

未成工事受入金の増減額（△は減少） 933 △10,290

その他 △2,908 1,714

小計 △382,442 28,107

利息及び配当金の受取額 680 3,118

利息の支払額 △4,136 △8,918

法人税等の支払額 △21,161 △1,356

営業活動によるキャッシュ・フロー △407,059 20,950

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 △45,400 －

定期預金の払戻による収入 96,000 －

有形固定資産の取得による支出 △19,042 △7,070

無形固定資産の取得による支出 △4,050 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,507 △7,070

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △4,000

長期借入れによる収入 200,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △15,000 △95,000

社債の償還による支出 △54,000 △52,000

リース債務の返済による支出 △8,686 △8,686

自己株式の取得による支出 △120 △292

配当金の支払額 △16,896 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 205,296 190,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,255 203,901

現金及び現金同等物の期首残高 352,739 178,483

現金及び現金同等物の期末残高 ※  178,483 ※  382,384
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 該当事項はありません。 

  

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  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、売却原価は移

動平均法により算定しております。） 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 未成工事支出金 

   個別法による原価法 

  

 (2) 原材料及び貯蔵品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定しております。） 

  

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） 

   定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物及び構築物     10～38年 

 機械装置及び車両運搬具 ４～７年 

  

    (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

  

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

   定額法を採用しております。 

  

 (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。 

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３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(重要な会計方針)
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４ 繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

   社債償還期間にわたり均等償却しております。 

  

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま

す。 

  

 (3) 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、当事業年度末に至る一年間の完成工事高に対する将

来の見積補償額に基づき計上しております。 

  

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当事業年度末に発生していると認められる額を簡便法により計上しております。 

  

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

  

６ 完成工事高の計上基準 

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。 

  

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書上資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許現金及び要求払預金

のほか取得日より３ヶ月以内に満期日が到来する定期性預金であります。 

  

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。 
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 ※１ 担保に供している資産 

 
  

      上記の担保資産に対する債務 

 
  

 ※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が事業年度末残高に含まれており

ます。 

 
  

 ※１ 研究開発費 

   (前事業年度) 

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は38,856千円であります。 

  

     (当事業年度) 

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は23,167千円であります。 

  

 ※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度

(平成25年３月31日)

     

     

建物

土地

                22,016千円

             1,122,839千円

                 19,763千円

              1,122,839千円

     計              1,144,856千円               1,142,602千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度

(平成25年３月31日)

     

     

支払手形

工事未払金

短期借入金

長期借入金(１年内返済予
定の長期借入金を含む)
社債に係る銀行保証(１年
内償還予定の社債を含む)

                25,859千円

                11,425千円

               112,000千円

               185,000千円 

 

                72,000千円

                 13,018千円

                  3,909千円

                112,000千円

                440,000千円 

 

                 20,000千円

     計                406,285千円                 588,927千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度

(平成25年３月31日)

     

     

受取手形

支払手形

                37,165千円

                12,616千円

                  21,716千円

                   7,871千円

(損益計算書関係)

前事業年度
（自 平成23年４月１日

     至 平成24年３月31日） 

当事業年度

（自 平成24年４月１日

         至 平成25年３月31日） 

     

     

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

                  5,365千円

                     84千円

                    133千円

                         ―

                         ―

                     123千円

     計                   5,584千円                      123千円
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前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要) 

 買取請求による自己株式の取得  937株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
 (変動事由の概要) 

 買取請求による自己株式の取得  1,494株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

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

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,420,000 ― ― 3,420,000

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,730 937 ― 3,667

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 17,086 ５ 平成23年３月31日 平成23年６月27日

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,420,000 ― ― 3,420,000

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 3,667 1,494 ― 5,161

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
（自 平成23年４月１日

    至 平成24年３月31日） 

当事業年度

（自 平成24年４月１日

      至 平成25年３月31日） 

     

     

現金預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

               178,483千円

                        ―

              382,384千円

                       ―

     現金及び現金同等物                178,483千円               382,384千円
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リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

     前事業年度（平成24年３月31日） 

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

  

     当事業年度（平成25年３月31日） 

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

  

（2）未経過リース料期末残高相当額 

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。 

  

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 
  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

 １ ファイナンス・リース取引 

    (借主側) 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   (1) リース資産の内容 

     ・有形固定資産 

       生産設備（車両運搬具）であります。 

(リース取引関係)

前事業年度 
(平成24年３月31日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

 車両運搬具 5,382千円 5,112千円 269千円

 合計 5,382千円 5,112千円 269千円

当事業年度 
(平成25年３月31日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

 車両運搬具 5,382千円 5,382千円 ―

 合計 5,382千円 5,382千円 ―

前事業年度

(平成24年３月31日)

当事業年度

(平成25年３月31日)

     

     

 １年内

 １年超

                   269千円

                        ―

                       ―

                        ―

      合計                    269千円                        ―

前事業年度
       (自 平成23年４月１日
     至 平成24年３月31日） 

当事業年度
       (自 平成24年４月１日
     至 平成25年３月31日） 

     

     

 支払リース料

 減価償却費相当額

                  2,685千円

                  2,685千円

                   269千円

                   269千円
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     ・無形固定資産 

    会計基幹システム（ソフトウエア）であります。 

   (2) リース資産の減価償却の方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

 ２ オペレーテイング・リース取引 

       該当事項はありません。 

  

      (減損損失について) 

       リース資産に配分された減損損失はありません。     

   

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、主に建設事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発

行）を調達しております。資金運用については短期的な預金等に限定しており、また、短期的な運転

資金を銀行借入により調達しております。 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

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

営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが１年以内の支払期日であります。 

 (3)金融商品に係るリスク管理体制 

  ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について各事業所における営業部が主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務

状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。 

  ②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管

理しております。 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成24年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

(単位：千円)

 
(注)金融商品の時価の算定方法 

(金融商品関係)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金預金
(2) 受取手形
(3) 完成工事未収入金

178,483
409,637
621,175

178,483
409,637
621,175

―
―
―

資産計 1,209,296 1,209,296 ―

(1) 支払手形
(2) 工事未払金
(3) 長期借入金

643,266
246,542
185,000

643,266
246,542
184,855

―
―

△144

負債計 1,074,808 1,074,664 △144
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  資産 

 (1) 現金預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

  (2) 受取手形及び(3) 完成工事未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 負債 

  (1) 支払手形及び(2) 工事未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 (3) 長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算出する方法によっております。 

 なお、１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。 
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当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１ 金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、主に建設事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発

行）を調達しております。資金運用については短期的な預金等に限定しており、また、短期的な運転

資金を銀行借入により調達しております。 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

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

営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが１年以内の支払期日であります。 

 (3)金融商品に係るリスク管理体制 

  ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について各事業所における営業部が主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務

状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。 

  ②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき企画管理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスク

を管理しております。 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成25年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

(単位：千円)

 
(注)金融商品の時価の算定方法 

  資産 

 (1) 現金預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

  (2) 受取手形及び(3) 完成工事未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 負債  

  (1) 支払手形及び(2) 工事未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 (3) 長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算出する方法によっております。 

 なお、１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。 

  

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金預金 
(2) 受取手形 
(3) 完成工事未収入金

382,384
480,405
670,726

382,384
480,405
670,726

―
―
―

資産計 1,533,516 1,533,516 ―

(1) 支払手形
(2) 工事未払金
(3) 長期借入金

714,469
277,961
440,000

714,469
277,961
441,736

―
―

1,736

負債計 1,432,431 1,434,167 1,736
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前事業年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成24年３月31日） 

 
  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券（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。 

  

当事業年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成25年３月31日） 

 
  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 １ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を

設けております。 

また、従業員数が300人未満のため、退職給付債務及び退職給付費用の計算については、簡便法を採用

(有価証券関係)

区分
貸借対照日における
貸借対照表計上額

（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 株式

 
 

534

 
 

266

 
 

268

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式

 
 

18,830

 
 

25,616

 
 

△6,786

合計 19,364 25,882 △6,517

区分
貸借対照日における
貸借対照表計上額

（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 株式

 
 

1,598

 
 

1,166

 
 

431

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式

 
 

23,660

 
 

24,716

 
 

△1,056

合計 25,258 25,882 △624

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)
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しております。 

なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

  

 ２ 退職給付債務に関する事項 

 
  

 ３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 １ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を

設けております。 

また、従業員数が300人未満のため、退職給付債務及び退職給付費用の計算については、簡便法を採用

しております。 

なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

  

 ２ 退職給付債務に関する事項 

 
  

 ３ 退職給付費用に関する事項 

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △264,209

ロ 年金資産 81,819

ハ 未積立退職給付債務 △182,390

ニ 退職給付引当金 △182,390

(単位：千円)

イ 期首退職給付引当金残高 174,020

ロ 退職一時金制度に係る当期退職給付額 9,767

ハ 企業年金制度への当期拠出金 6,853

ニ 差引 157,399

ホ 期末退職給付引当金 182,390

ヘ 退職給付費用（ホ－ニ） 24,990

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △230,117

ロ 年金資産 78,522

ハ 未積立退職給付債務 △151,595

ニ 退職給付引当金 △151,595

(単位：千円)

イ 期首退職給付引当金残高 182,390

ロ 退職一時金制度に係る当期退職給付額 41,960

ハ 企業年金制度への当期拠出金 6,992

ニ 差引 133,437

ホ 期末退職給付引当金 151,595

ヘ 退職給付費用（ホ－ニ） 18,157
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      該当事項はありません。 

  

 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
  

 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  (注) 前事業年度については、税引前当期純損失であるため記載しておりません。 

  

   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係)

(税効果会計関係)

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

繰延税金資産

 貸倒引当金              1,613千円             10,677千円

 賞与引当金              7,626千円              5,597千円

 未払事業税                471千円                745千円

 退職給付引当金             64,036千円             53,088千円

 工事損失引当金              1,236千円                    ―

 税務上の繰越欠損金             83,630千円             86,553千円

 その他             44,211千円             36,723千円

繰越税金資産小計            202,852千円            193,385千円

評価性引当額          △179,369千円          △185,522千円

繰延税金資産合計             23,482千円              7,862千円

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

法定実効税率                   ―               37.4 ％

  (調整)                         

  交際費等永久に損金に算入 

  されない項目
                  ―                 5.1％

  受取配当金等永久に益金に 

  算入されない項目
                  ―               △0.3％

    外国子会社から受ける剰余 

  金の配当
                  ―               △3.7％

  住民税均等割等                   ―                 7.7％

  評価性引当額の増減                   ―                26.3％

  その他                   ―               △2.3％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率
                  ―                70.2％

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)
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   該当事項はありません。 

  

     当社は、建設業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

 
  

    前事業年度（平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１  関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) １ 上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 株式会社麻生は、平成24年３月30日を効力発生日として増資を行っております。  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

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

社等  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 麻生ラファージュセメント株式会社は、平成24年３月30日を効力発生日として減資を行っております。  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

(賃貸等不動産関係)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(持分法損益等)

前事業年度
     （自 平成23年４月１日
    至 平成24年３月31日） 

当事業年度
    （自 平成24年４月１日
      至 平成25年３月31日） 

     

     

関連会社に対する投資の金額

持分法を適用した場合の投資の金額

持分法を適用した場合の投資利益の 

金額

                 36,668千円

                 63,950千円

                 10,334千円

                36,668千円

                72,070千円

                13,416千円

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金 
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社 株式会社麻生
福岡県 
飯塚市

3,580,000

医療関連事業

環境関連事業
建築資材製造
販売
不動産事業

(被所有)

直接41.6

間接20.5

工事請負

役員の兼任
２名

工事請負

 
 

2,880

 
 

―

 
 

―

 
 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金 
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親 会 社
の 子 会
社

麻生商事株式
会社

福岡市 
早良区

450,000
建設資機材
等の仕入、
販売

(被所有)
間接8.7

工事請負

工事用資機
材等の購入

工事請負

工事用材料
の購入

6,730

34,798 
 

―

支払手形
工事未払金

―

9,771
15,758

親 会 社
の 子 会
社

麻生ラファー
ジュセメント
株式会社

福岡市 
早良区

100,000

セメント製品
の製造及び販
売
産業廃棄物の
処理

なし

工事用材料
の購入
役員の兼任
１名

工事用材料
の購入
 
 

87,815 

 

支払手形

工事未払金

25,859

11,425
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２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  (1) 親会社情報  

   株式会社麻生（非上場、有価証券報告書提出会社） 

  

  (2) 重要な関連会社の要約財務情報  

当事業年度において、重要な関連会社は広東冠生土木工事技術有限公司であり、その要約財務情報

は以下のとおりであります。 

  

 
  

    当事業年度（平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１  関連当事者との取引 

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

社等  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 麻生ラファージュセメント株式会社は、平成25年１月１日付をもって麻生セメント株式会社に商号変更して

おります。  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格を勘案して、その都度価格交渉のうえ、決定しております。 

  

２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  (1) 親会社情報  

   株式会社麻生（非上場、有価証券報告書提出会社） 

  

  (2) 重要な関連会社の要約財務情報  

当事業年度において、重要な関連会社は広東冠生土木工事技術有限公司であり、その要約財務情報

は以下のとおりであります。 

          (千円)

広東冠生土木工事技術有限公司 (平成23年12月期)

    流動資産合計 371,039

    固定資産合計 57,158

    流動負債合計 168,007

    固定負債合計 ―

    純資産合計 260,190

    売上高 542,829

    税引前当期純利益 47,469

    当期純利益 41,336

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金 
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親 会 社
の 子 会
社

麻生商事株式
会社

福岡市 
早良区

450,000
建設資機材
等の仕入、
販売

(被所有)
直接8.7

工事請負

工事用資機
材等の購入

工事請負

工事用材料
の購入

2,615

50,797 

―

支払手形
工事未払金

―

53,286
2,906

親 会 社
の 子 会
社

麻生セメント
株式会社

福岡市 
早良区

100,000

セメント製品
の製造及び販
売
産業廃棄物の
処理

なし
工事用材料
の購入

工事用材料
の購入
 
 

31,646 

  

 

支払手形

工事未払金

13,018

3,909
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１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

  

 
(注) 1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前事業年度は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、当事業年度は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金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 前事業年度（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。 

  

  当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  該当事項はありません。 

          (千円)

広東冠生土木工事技術有限公司 (平成24年12月期)

    流動資産合計 507,974

    固定資産合計 45,519

    流動負債合計 258,437

    固定負債合計 4,167

    純資産合計 290,890

    売上高 461,160

    税引前当期純利益 71,554

    当期純利益 53,665

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

   （自 平成23年４月１日
     至 平成24年３月31日)

当事業年度
   （自 平成24年４月１日
     至 平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 330.53円 334.49円

(2) １株当たり当期純利益金額又は当期純損失 
 金額(△)

△87.51円 2.18円

前事業年度
   （自 平成23年４月１日
    至 平成24年３月31日）

当事業年度
   （自 平成24年４月１日
    至 平成25年３月31日）

     当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △299,026 7,431

     普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

     普通株式に係る当期純利益又は 
   当期純損失(△)（千円）

△299,026 7,431

     普通株式の期中平均株式数（千株） 3,417 3,415

(重要な後発事象)
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① 受注高 

                                                                        （単位：千円、％） 

 
  

② 完成工事高 

                                                                        （単位：千円、％） 

 
  

③ 繰越工事高 

                                                                        （単位：千円、％） 

 
  

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

５．その他

（１）受注高、完成工事高及び繰越工事高

           期 別

工事別

前事業年度
 （自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日）

当事業年度
 （自 平成24年４月１日
  至 平成25年３月31日）

比較増減
（△印は減）

金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 1,838,597 63.3 2,792,716 78.5 954,118 51.9

地盤改良工事 1,037,908 35.7 765,989 21.5 △271,919 △26.2

補修工事 10,889 0.4 ― ― △10,889 △100.0

その他工事 18,264 0.6 1,092 0.0 △17,171 △94.0

合計 2,905,659 100.0 3,559,798 100.0 654,139 22.5

           期 別

工事別

前事業年度
 （自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日）

当事業年度
 （自 平成24年４月１日
  至 平成25年３月31日）

比較増減
（△印は減）

金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 1,922,913 65.5 2,535,244 75.9 612,331 31.8

地盤改良工事 981,348 33.5 803,908 24.1 △177,440 △18.1

補修工事 11,477 0.4 ― ― △11,477 △100.0

その他工事 18,264 0.6 1,092 0.0 △17,171 △94.0

合計 2,934,003 100.0 3,340,245 100.0 406,242 13.8

           期 別

工事別

前事業年度末
   平成24年３月31日

当事業年度末
   平成25年３月31日

比較増減
（△印は減）

金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率

気泡コンクリート工事 214,384 73.1 471,856 92.0 257,471 120.1

地盤改良工事 78,810 26.9 40,891 8.0 △37,918 △48.1

補修工事 ― ― ― ― ― ―

その他工事 ― ― ― ― ― ―

合計 293,195 100.0 512,748 100.0 219,553 74.9

（２）役員の異動
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