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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

①当期の経営成績

当事業年度におけるわが国経済は、安倍政権の日本経済再生に向けた内需主導の経済政策により、確実に回復し

てきております。今後は、海外経済の緩やかな回復も背景に、この経済回復が継続していくものと思われます。

当社の場合は、主として地盤注入工、アンカー・斜面安定工、地盤改良工等の地盤関連技術の専門工事に特化し、

Ｖ－ＪＥＴ、グランドフレックスモール、ＣＰＧガイドアーク、ハイスペックネイリングなどの時代のニーズに合

った新技術の開発及び改良を行い、また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。更に、ＣＰＧ、ＷＩＬＬ、ＭＩＴＳ、トンネル裏込注入などが国土の復

旧・復興及び震災対策並びに国土強靭化に伴うインフラ整備に貢献するとともに、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まいりました。

受注工事高につきましては、東日本大震災の復旧、震災対策及び耐震補強関連需要等が寄与し102億10百万円（前

年同期比34.7％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が減少したものの、当事業年度の受注工事高の増加に

より、104億51百万円（前年同期比24.4％増）となりました。

利益面につきましては、完成工事高が前事業年度に比べ増加したことにより、営業利益は４億23百万円（前年同

期比404.9％増）となりました。また、経常利益は５億９百万円（前年同期比178.8％増）、当期純利益は２億88百万

円（前年同期比121.2％増）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。

なお、当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較につきましては、前年同期

の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

（東日本事業グループ）

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65億77百万円（前年同期比

16.5％増）となり、セグメント利益は９億34百万円（前年同期比68.9％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12億49百万円

（前年同期比31.3％増）となり、セグメント利益は21百万円（前年同期は６百万円のセグメント損失）となりまし

た。

（海外事業グループ）

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13億40百万円（前年同期比130.4％増）と

なり、セグメント利益は３百万円（前年同期は46百万円のセグメント損失）となりました。

（その他）

アンカー・斜面安定工、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12億84百万円

（前年同期比5.2％増）となり、セグメント損失は14百万円（前年同期は４百万円のセグメント損失）となりました。
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②次期の見通し

今後の景気の見通しでありますが、４月からの消費税率引き上げ等の懸念材料があるものの、長く続いたデフレ

からの脱却に向けて、回復が続くものと予想しております。建設業におきましては、今後も東日本の復旧・復興需

要と社会インフラの老朽化対策需要に期待しております。その様な状況のなか、安全安心な国づくりに建設会社と

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（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、更に災害復旧、リニューアル分野に積

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、空港滑走路や港湾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（ＣＰＧガイドアー

ク工法）への適用を積極的に進めてまいります。また、近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（Ｖ－ＪＥＴ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。更に、社会インフラの

老朽化対策需要に対応すべくリニューアル工事にも注力いたしてまいります。

工事（施工）につきましては、安全施工を最優先とし、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 9,400百万円（前年同期比 7.9％減）

売上高 9,400百万円（前年同期比 10.1％減）

営業利益 140百万円（前年同期比 67.0％減）

経常利益 180百万円（前年同期比 64.7％減）

当期純利益 150百万円（前年同期比 48.1％減）
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（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につきましては、85億17百万円であり、前事業年度末に比べ10億67百万円の増加となりま

した。主な要因は、完成工事未収入金及び流動資産のその他に含まれている前払金が減少したものの、現金預金、

受取手形及び投資有価証券の増加によるものであります。なお、流動資産のその他に含まれる前払金の減少につき

ましては、前事業年度において計上した投資有価証券の申込金であり、当事業年度において投資その他の資産の投

資有価証券に振替を行っております。

総負債につきましては、37億25百万円であり、前事業年度末に比べ７億53百万円の増加となりました。主な要因

は、工事未払金及び未払法人税等の増加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、25億54百万円であり、流動比率は、171.4％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、47億92百万円であり、前事業年度末に比べ３億13百万円の増加となりました。自己資本

比率は56.3％（前事業年度末は60.1％）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９億52百万円増

加し、当事業年度末は28億７百万円になりました。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）

営業活動の結果獲得した資金は11億99百万円（前年同期比54.6％増）となりました。

これは主に、法人税等の支払いにより資金が減少したものの、税引前当期純利益、仕入債務の増加及び売上債権

の減少により資金が増加したこと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２億66百万円（前年同期は11百万円の使用）となりました。

これは主に、定期預金の払戻により資金が増加したものの、投資有価証券、有形・無形固定資産の取得により資

金が減少したこと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35百万円（前年同期比10.6％減）となりました。

これは主に、配当金の支払により資金が減少したことによるものであります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率（％） 59.2 60.1 56.3

時価ベースの自己資本比率（％） 23.1 28.9 34.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 0.6 0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 120.6 189.0

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。

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。

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。

４．平成24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。
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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

当社は、特殊土木技術の専門工事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、必要な内部留保を確保しつつ安定した配当の継続が当社の基本方針であります。前

事業年度は１株当たり３円とさせて頂きましたが、当事業年度は２円増配して５円とさせて頂きたいと存じます。

次期につきましても、１株当たり５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・復興に向けた対応や一時的需要が短期的には見込まれています。また新政権による経

済対策の一環として公共工事の増額が予算化されました。景気の回復は今後とも続くものと予想されます。しか

しながら、長期的な景気の先行きにつきましては、いまだ不透明なことから慎重な姿勢を崩しておらず不安定な

状況にあります。

今後もこの傾向は続くものと思われ、当社の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

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、当社の業績に少なからず影響するものと思われます。
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２．企業集団の状況

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。

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）有限公司が建設業を営んでおりましたが、現在は平成23年10月

に開設しました香港支店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、業務移管

を進めております。

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。
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３．経営方針

（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ございません。

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

　

（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、資本の効率的な活用を目指して

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最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リニューアル分野への積極参入 ⑥民間工事の拡大 ⑦

海外工事の確保 ⑧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及び社会インフラの

老朽化に伴う見直しに対応すべくリニューアル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、人手不足等施工環境に十分対応して、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最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、耐震対策工法を中心に、新工法の開発及び保有技術の効率化と適用範囲の拡大を重要課題として

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最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。
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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25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,271,397 3,149,191

受取手形 1,047,600 1,171,288

営業未収入金 100,591 11,100

完成工事未収入金 1,861,416 1,753,933

リース投資資産 9,570 -

未成工事支出金 11,788 145

その他 147,980 48,554

貸倒引当金 △32,390 △2,299

流動資産合計 5,417,954 6,131,914

固定資産

有形固定資産

建物 632,615 632,615

減価償却累計額 △426,836 △436,897

建物（純額） 205,779 195,718

構築物 80,429 80,552

減価償却累計額 △60,619 △63,096

構築物（純額） 19,809 17,456

機械及び装置 3,845,202 3,280,412

減価償却累計額 △3,391,053 △2,766,993

機械及び装置（純額） 454,149 513,419

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 88,878 62,634

減価償却累計額 △69,717 △46,327

工具器具・備品（純額） 19,161 16,307

土地 250,283 250,283

リース資産 12,451 4,363

減価償却累計額 △7,561 △2,181

リース資産（純額） 4,890 2,181

有形固定資産合計 954,117 995,412

無形固定資産

電話加入権 2,606 1,980

ソフトウエア 8,348 12,982

リース資産 4,700 1,718

無形固定資産合計 15,655 16,681
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 913,796 1,240,781

関係会社株式 13,251 13,251

従業員に対する長期貸付金 24,872 18,412

破産更生債権等 9,000 -

長期前払費用 4,329 6,786

敷金及び保証金 86,438 77,107

その他 28,020 24,100

貸倒引当金 △16,818 △6,612

投資その他の資産合計 1,062,888 1,373,825

固定資産合計 2,032,661 2,385,918

資産合計 7,450,616 8,517,833

負債の部

流動負債

支払手形 1,006,107 1,025,058

工事未払金 1,051,856 1,595,666

短期借入金 500,000 500,000

リース債務 5,975 2,086

未払金 154,107 155,794

未払費用 24,207 30,820

未払法人税等 39,987 156,642

未成工事受入金 6,389 1,392

預り金 14,921 9,106

完成工事補償引当金 1,000 1,100

工事損失引当金 1,000 -

賞与引当金 42,564 87,058

設備関係支払手形 5,953 13,159

流動負債合計 2,854,072 3,577,884

固定負債

リース債務 4,094 2,008

繰延税金負債 17,885 47,052

退職給付引当金 14,467 12,166

役員退職慰労引当金 77,653 82,490

その他 3,768 3,768

固定負債合計 117,869 147,485

負債合計 2,971,941 3,725,370
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26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

その他資本剰余金 16 16

資本剰余金合計 904,753 904,753

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 2,768,491 2,868,491

繰越利益剰余金 156,300 316,258

利益剰余金合計 3,049,792 3,309,750

自己株式 △50,913 △51,207

株主資本合計 4,403,631 4,663,296

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 75,042 129,166

評価・換算差額等合計 75,042 129,166

純資産合計 4,478,674 4,792,462

負債純資産合計 7,450,616 8,517,833
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

完成工事高 8,398,724 10,451,689

完成工事原価 7,448,214 9,113,217

完成工事総利益 950,509 1,338,472

販売費及び一般管理費

役員報酬 52,009 79,560

従業員給料手当 329,994 358,037

賞与引当金繰入額 19,046 29,495

退職金 21,210 18,060

役員退職慰労引当金繰入額 16,725 4,837

法定福利費 55,281 62,630

福利厚生費 9,139 7,991

修繕維持費 51 258

事務用品費 28,535 28,100

通信交通費 43,413 43,586

動力用水光熱費 21,626 22,694

調査研究費 112,671 114,476

広告宣伝費 10,375 8,589

貸倒引当金繰入額 △3,182 △29,765

交際費 6,283 6,494

寄付金 420 9,500

地代家賃 48,950 55,703

減価償却費 23,477 18,691

租税公課 22,290 24,594

保険料 2,303 2,241

雑費 45,959 48,904

販売費及び一般管理費合計 866,581 914,683

営業利益 83,928 423,788

営業外収益

受取利息 3,431 2,009

有価証券利息 1,118 7,294

受取配当金 20,866 13,539

有価証券売却益 307 16,010

為替差益 44,806 33,187

スクラップ売却益 12,571 -

その他 23,086 22,859

営業外収益合計 106,188 94,899

営業外費用

支払利息 6,434 6,349

貸倒損失 - 2,469

その他 770 -

営業外費用合計 7,204 8,818

経常利益 182,912 509,869
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 6,975 -

特別利益合計 6,975 -

特別損失

固定資産除却損 19,629 41,872

その他 - 626

特別損失合計 19,629 42,498

税引前当期純利益 170,257 467,371

法人税、住民税及び事業税 39,648 178,459

法人税等合計 39,648 178,459

当期純利益 130,609 288,911
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度 (自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 500,000 904,737 ― 904,737 125,000 2,768,491 54,646 2,948,138

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △28,955 △28,955

当期純利益 　 　 　 　 　 130,609 130,609

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 16 16 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 16 16 ― ― 101,654 101,654

当期末残高 500,000 904,737 16 904,753 125,000 2,768,491 156,300 3,049,792

　

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

当期首残高 △50,804 4,302,070 25,177 4,327,248

当期変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 △28,955 　 △28,955

当期純利益 　 130,609 　 130,609

自己株式の取得 △187 △187 　 △187

自己株式の処分 78 95 　 95

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 49,865 49,865

当期変動額合計 △108 101,561 49,865 151,426

当期末残高 △50,913 4,403,631 75,042 4,478,674
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当事業年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 500,000 904,737 16 904,753 125,000 2,768,491 156,300 3,049,792

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 　 　 　 100,000 △100,000 ―

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △28,953 △28,953

当期純利益 　 　 　 　 　 288,911 288,911

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 100,000 159,957 259,957

当期末残高 500,000 904,737 16 904,753 125,000 2,868,491 316,258 3,309,750

　

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

当期首残高 △50,913 4,403,631 75,042 4,478,674

当期変動額 　 　 　 　

別途積立金の積立 　 ― 　 ―

剰余金の配当 　 △28,953 　 △28,953

当期純利益 　 288,911 　 288,911

自己株式の取得 △293 △293 　 △293

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 54,124 54,124

当期変動額合計 △293 259,664 54,124 313,788

当期末残高 △51,207 4,663,296 129,166 4,792,462
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 170,257 467,371

減価償却費 164,861 168,474

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,072 △37,190

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 300 100

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3,500 △1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,151 44,494

退職給付引当金の増減額（△は減少） △263 △2,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,725 4,837

受取利息及び受取配当金 △25,415 △22,842

支払利息 6,434 6,349

為替差損益（△は益） △41,180 △65,658

有価証券売却損益（△は益） △152 △16,010

貸倒損失 - 2,469

有形固定資産売却損益（△は益） △6,975 -

有形固定資産除却損 19,629 41,872

その他の特別損益（△は益） - 626

売上債権の増減額（△は増加） 262,799 73,285

リース投資資産の増減額（△は増加） 16,407 9,570

未成工事支出金の増減額（△は増加） 185,181 11,642

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,279 △1,371

破産更生債権等の増減額（△は増加） - 9,000

仕入債務の増減額（△は減少） 61,113 562,761

未成工事受入金の増減額（△は減少） △109,358 △4,997

その他の流動負債の増減額（△は減少） 35,507 △6,361

小計 766,730 1,245,119

利息及び配当金の受取額 29,999 24,107

利息の支払額 △6,434 △6,349

法人税等の支払額 △14,096 △62,939

営業活動によるキャッシュ・フロー 776,198 1,199,938
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 △2,000 △14,000

定期預金の払戻による収入 300,000 100,000

投資事業有限責任組合出資の払戻による収
入

17,256 31,331

有形及び無形固定資産の取得による支出 △190,635 △234,772

有形及び無形固定資産の売却による収入 19,000 321

投資有価証券の取得による支出 △490,391 △161,331

投資有価証券の償還による収入 340,000 -

貸付金の回収による収入 5,708 6,460

その他投資取得による支出 △10,947 △13,913

その他投資減少による収入 22 19,316

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,987 △266,587

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 △10,356 △5,975

自己株式の取得による支出 △187 △293

自己株式の処分による収入 95 -

配当金の支払額 △28,955 △28,953

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,404 △35,222

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,412 54,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 748,219 952,754

現金及び現金同等物の期首残高 1,106,977 1,855,197

現金及び現金同等物の期末残高 1,855,197 2,807,951
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（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)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

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)を採用しております。

(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を採用しております。

(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。)を採用しております。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を採用しております。

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を採用しております。

(2) 材料貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

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(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。
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(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。なお、当事業年

度は該当工事がないため、計上しておりません。

(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を計上しておりましたが、

平成25年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、これまでの在任期間に対応

する役員退職慰労金を打ち切り支給することが決議されました。なお、支給の時期は各取締役、各執行役員

及び各監査役の退任時とし、具体的金額・支払方法等は、取締役及び執行役員については取締役会に、監査

役については監査役の協議にそれぞれ一任されております。このため、当該支給見込額については役員退職

慰労引当金として計上しております。

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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(セグメント情報等)

ａ．セグメント情報

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を一部グループ化し、

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、海外に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。

当事業年度より、一部の意思決定単位の変更に伴い、下記セグメント内容で集計し区分変更をしております。

前事業年度の
報告セグメント

当事業年度からのセグメント内容及びセグメント区分

東日本事業グループ
前事業年度と同様に「東京支店」及び「仙台支店」の
合算業績

報告セグメント

名古屋支店 前事業年度と同様に「名古屋支店」単独の業績 報告セグメント

海外事業グループ
前事業年度と同様に「台北支店」及び「香港支店」の
合算業績

報告セグメント

西日本事業グループ

当事業年度から「関西支店」を単独の業績に変更 その他（注）１

当事業年度から西日本事業グループを「広島支店」及び
「九州支店」の合算業績に変更

その他（注）１

(注) １．関西支店及び西日本事業グループは、量的な重要性が乏しくなったため「その他」の区分に含めて記載し

ております。

２．前事業年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを記載しておりま

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24年４月１日 至平成25年３月31日)

＜変更後の区分方法により作成した前事業年度の情報を記載＞

(単位：千円)

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東日本事業

グループ
名古屋
支 店

海外事業
グループ

計

完成工事高 5,645,327 951,375 581,681 7,178,385 1,220,338 8,398,724 － 8,398,724

セグメント利益

又は損失(△)
553,463 △6,299 △46,177 500,986 △4,395 496,590 △412,662 83,928

セグメント資産 1,567,428 463,120 176,537 2,207,087 285,577 2,492,664 4,957,951 7,450,616

その他の項目

減価償却費 203,601 17,784 9,266 230,652 21,182 251,835 △90,690 161,144

有形固定資産の増

加額
99,428 20,800 9,900 130,128 13,100 143,228 4,363 147,591

(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、関西支店、西日本事業グルー

プ、技術本部を含めて記載しております。
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２．セグメント利益の調整額△412,662千円には、主に工事損失引当金減少額3,500千円、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153,325千円、賞与引当金取崩額と繰入額との

差額△6,075千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△558,863千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4,957,951千円は、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△90,690千円は、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4,363千円は、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。

当事業年度(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)

(単位：千円)

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東日本事業

グループ
名古屋
支 店

海外事業
グループ

計

完成工事高 6,577,930 1,249,417 1,340,175 9,167,523 1,284,166 10,451,689 － 10,451,689

セグメント利益

又は損失(△)
934,905 21,309 3,062 959,277 △14,637 944,640 △520,852 423,788

セグメント資産 1,449,365 476,651 113,637 2,039,654 389,428 2,429,082 6,088,750 8,517,833

その他の項目

減価償却費 256,029 25,121 22,136 303,287 19,781 323,069 △157,642 165,426

有形固定資産の

増加額
199,973 900 1,518 202,391 23,305 225,696 17,783 243,480

(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、関西支店、西日本事業グルー

プ、技術本部を含めて記載しております。

２．セグメント利益の調整額△520,852千円には、主に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128,454千円、賞与引当金取崩額と繰入額との差額△22,558千円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△608,247千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6,088,750千円は、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△157,642千円は、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17,783千円は、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。

ｂ．関連情報

前事業年度(自平成24年４月１日 至平成25年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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
3,328,712 1,718,121 2,347,527 1,004,362 8,398,724

２．地域ごとの情報

(1) 完成工事高

本邦の外部顧客への完成工事高が損益計算書の完成工事高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(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。
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３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の氏名又は名称 完成工事高 関連するセグメント名

㈱大林組 1,190,661
東日本事業グループ、名古屋支店、

その他

大成建設㈱ 1,097,103 東日本事業グループ、名古屋支店

当事業年度(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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
4,582,268 1,579,081 2,502,702 1,787,637 10,451,689

２．地域ごとの情報

(1) 完成工事高

(単位：千円)

日本 アジア その他 合計

9,110,914 1,340,175 599 10,451,689

(注) 完成工事高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(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

(単位：千円)

顧客の氏名又は名称 完成工事高 関連するセグメント名

大成建設㈱ 1,935,356
東日本事業グループ、名古屋支店、

その他

東亜建設工業㈱ 1,406,300 東日本事業グループ

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

前事業年度(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。

当事業年度(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)

該当事項はありません。

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

前事業年度(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。

当事業年度(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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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

前事業年度(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。

当事業年度(自平成25年４月１日 至平成26年３月31日)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 464.05円 496.64円

１株当たり当期純利益 13.53円 29.94円

（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。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当期純利益(千円) 130,609 288,911

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(千円) 130,609 288,911

期中平均株式数(株) 9,651,557 9,650,178

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）受注工事高及び完成工事高の状況

①受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

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
(百万円)

前事業年度
(自平成24年

４月１日
至平成25年
３月31日)

東日本事業グループ 954 5,581 6,536 5,645 891

名古屋支店 975 402 1,377 951 426

海外事業グループ 183 617 801 581 219

その他 400 976 1,376 1,220 156

計 2,514 7,578 10,092 8,398 1,693

当事業年度
(自平成25年

４月１日
至平成26年
３月31日)

東日本事業グループ 891 6,612 7,503 6,577 925

名古屋支店 426 1,130 1,556 1,249 307

海外事業グループ 219 1,201 1,421 1,340 81

その他 156 1,265 1,422 1,284 138

計 1,693 10,210 11,903 10,451 1,452

(注) １．前事業年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを記載しております。

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．次期繰越工事高は(前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期完成工事高)であります。

４．当期受注工事高のうち、海外工事の割合は当事業年度は11.8％であり、主なものは次のとおりであります。

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

当事業年度

( 注 文 者 ) ( 工 事 名 ) （ 国 名 ）

金門建築有限公司・西松建設㈱Ｊ

Ｖ

香港ＭＴＲ西港島線704工区凍結工事 中華人民共和国

（香港）

CH.Karnchang Public Company

Limited.

タイＭＲＴブルーラインＢＳ12駅部地盤注

入工事

タイ王国

前田建設工業㈱・中国建築工程

（香港）有限公司ＪＶ

香港ＭＴＲ高速鉄道823Ａ工区推進工事 中華人民共和国

（香港）

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。

期 別 特命(％) 競争(％) 計(％)

前事業年度
(自平成24年４月１日
至平成25年３月31日)

99.2 0.8 100.0

当事業年度
(自平成25年４月１日
至平成26年３月31日)

99.3 0.7 100.0

(注) 百分比は請負金額比であります。
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③完成工事高

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）
― ―

前事業年度
(自平成24年４月１日
至平成25年３月31日)

東日本事業グループ 2,890 2,754 － － 5,645

名古屋支店 531 420 － － 951

海外事業グループ 530 50 － － 581

その他 739 480 － － 1,220

計 4,692 3,706 － － 8,398

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）
（％）

当事業年度
(自平成25年４月１日
至平成26年３月31日)

東日本事業グループ 4,512 2,064 0 0.0 6,577

名古屋支店 559 689 － － 1,249

海外事業グループ － － 1,340 100.0 1,340

その他 878 405 － － 1,284

計 5,950 3,160 1,340 12.8 10,451

(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、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを記載しております。

３．前事業年度については、海外工事の割合が100分の10未満のため海外工事を含めて記載しております。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、前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。

地域
前事業年度
（％）

当事業年度
（％）

中華人民共和国（香港） － 46.1

タイ王国 － 39.3

中華民国（台湾） － 13.7

その他 － 0.9

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

( 注 文 者 ) ( 工 事 名 )

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

㈱大林組 岩手県一関地区補修工事地盤注入工

大成建設㈱ 神奈川県川崎地区護岸液状化対策工事地盤注入工

㈱間組 国道４５号飯野地区道路地盤改良工事

菱中建設㈱ 鳴瀬川福ヶ袋地区他築堤地盤改良工事

当事業年度

( 注 文 者 ) ( 工 事 名 )

東亜建設工業㈱・鹿島建設㈱ＪＶ 東京国際空港Ｃ滑走路地盤改良工事

大成建設㈱・㈱フジタ・佐藤工業㈱・㈱

国際開発コンサルタンツ・㈱エイト日本

技術開発ＪＶ

東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業地盤改良工事

金門建築有限公司・西松建設㈱ＪＶ 香港ＭＴＲ西港島線704工区凍結工事

大成建設㈱ 四日市地区液状化対策地盤改良工事

大成建設㈱・五洋建設㈱ＪＶ 東京国際空港国際線地区誘導路地盤改良等工事
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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。

相手先

前事業年度
(自平成24年４月１日
至平成25年３月31日)

当事業年度
(自平成25年４月１日
至平成26年３月31日)

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

大成建設㈱ 1,097 13.1 1,935 18.5

　東亜建設工業㈱ － － 1,406 13.5

㈱大林組 1,190 14.2 － －

④次期繰越工事高(平成26年３月31日現在)

セグメント別
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
（百万円）

東日本事業グループ 610 315 925

名古屋支店 262 44 307

海外事業グループ 79 1 81

その他 82 55 138

計 1,034 417 1,452

(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次期繰越工事高のうち海外工事が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．次期繰越工事のうち主なものは、次のとおりであります。

( 注 文 者 ) ( 工 事 名 )

㈱鴻池組・河北建設㈱ＪＶ 宮城県東部地域防災集団移転促進事業田子西

隣接地区地盤改良工事

平成26年７月

完成予定

㈱田中組 青森県揚津下道路地盤改良工事 平成26年11月

完成予定

双葉鉄道工業㈱ 三島保線所管内土木構築物大規模改修地盤注

入工事

平成26年８月

完成予定

セントラル工材㈱ 仙台市茂ヶ崎地区他復宅南造成宅地滑動崩落

対策補強工事

平成26年９月

完成予定

徳倉建設㈱ 仙台市八木山本町地区復宅南造成宅地滑動崩

落対策補強工事

平成26年９月

完成予定

（２）役員の異動

本日（平成26年５月14日）に別途公表の「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。
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