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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 336,241 △14.1 20,950 △17.2 21,561 △16.6 17,166 △8.3

2020年３月期 391,621 12.1 25,313 1.5 25,838 △0.6 18,721 △0.3
(注) 包括利益 2021年３月期 14,066百万円( 146.5％) 2020年３月期 5,706百万円(△70.5％)
　

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 ％ ％ ％

2021年３月期 313.83 － 8.5 4.4 6.2

2020年３月期 342.24 － 9.5 5.4 6.5
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円

　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期 472,440 207,537 43.6 3,765.62

2020年３月期 497,045 199,287 39.6 3,599.01
(参考) 自己資本 2021年３月期 205,982百万円 2020年３月期 196,872百万円

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

2021年３月期 4,907 5,302 △12,653 43,574

2020年３月期 14,120 △20,147 20,952 46,459

　

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 ％ ％

2020年３月期 － － － 105.00 105.00 5,743 30.7 2.9

2021年３月期 － － － 105.00 105.00 5,743 33.5 2.9
2022年３月期(予想) － 90.00 － 95.00 185.00 70.8

(注)配当の状況に関する詳細については、添付資料６ページ「１.経営成績等の概況（５）利益配分に関する基本方針
及び当期・次期の配当」をご覧ください。
　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 148,100 △8.4 7,300 △5.0 7,300 △8.5 5,000 △0.2 91.41

通 期 337,000 0.2 21,000 0.2 21,200 △1.7 14,300 △16.7 261.42

　　



※ 注記事項

（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

　 新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期 55,591,502株 2020年３月期 55,591,502株

② 期末自己株式数 2021年３月期 890,792株 2020年３月期 889,742株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 54,701,269株 2020年３月期 54,702,375株
　

　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（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 ％

2021年３月期 328,252 △13.0 20,266 △17.8 23,067 △11.1 18,086 △5.5

2020年３月期 377,166 12.0 24,651 0.5 25,945 1.2 19,142 2.8
　

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

2021年３月期 330.64 －

2020年３月期 349.94 －

　

（２）個別財政状態

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

2021年３月期 464,220 203,230 43.8 3,715.32

2020年３月期 483,112 193,587 40.1 3,538.96

(参考) 自己資本 2021年３月期 203,230百万円 2020年３月期 193,587百万円

　　

２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022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) 144,900 △7.2 7,500 2.3 7,600 △0.8 5,300 6.1 96.89
通 期 325,500 △0.8 21,200 4.6 21,300 △7.7 14,500 △19.8 265.08

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際
の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項につきまして、添付資料５ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご
覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、引き続き厳しい状況となりました。今後、各種政策の効果や海外経済の改善により持ち直し

ていくことが期待されますが、国内外における感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意す

る必要があります。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

　建設業界におきましては、政府建設投資は堅調に推移する一方、民間建設投資は感染症の影響

等により、先行き不透明な状況が続くものと思われます。

このような状況の中、当社グループの連結業績は以下のとおりとなりました。

建設事業受注高は、主に国内建築工事及び海外工事が減少したことにより、前期比62,650百万

円減少（16.7％減）の313,437百万円となりました。

売上高は、前期比55,379百万円減少（14.1％減）の336,241百万円となりました。営業利益は、

国内土木工事及び海外工事において完成工事総利益が減少し、前期比4,362百万円減少（17.2％

減）の20,950百万円となりました。経常利益は、前期比4,276百万円減少（16.6％減）の21,561百

万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券売却益を特別利益に計上しまし

たが、完成工事補償引当金繰入額や固定資産売却損、新型コロナウイルス感染症関連費用を特別

損失に計上したこと等により、前期比1,554百万円減少（8.3％減）の17,166百万円となりまし

た。

なお、完成工事補償引当金繰入額の内容は、弊社が2019年3月に完成させ、お引渡しをした東京

都所在のマンションにおきまして、内装等に関する施工不備が判明し、瑕疵補修費用が発生する

ことが確実となったため完成工事補償引当金9,049百万円を計上したものです。施工者としての責

任を痛感するとともに、当該マンションの所有者様、ご入居の皆様ならびに関係者の皆様に多大

なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

報告セグメント等の業績は以下のとおりであります。（セグメントの業績は、セグメント間の

内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）

① 土木事業

当セグメントの売上高は、前期比9.8％減の127,397百万円となり、セグメント利益は、完成

工事総利益率が低下したこと等により、前期比45.8％減の8,410百万円となりました。

当社単体の土木工事の受注高は、国内民間工事が減少しましたが、国内官公庁工事が増加し

たことにより、前期比39,403百万円増加（36.5％増）の147,290百万円となりました。

② 建築事業

当セグメントの売上高は、前期比18.3％減の196,851百万円となり、セグメント利益は、完

成工事総利益率が向上したこと等により、前期比17.4％増の9,198百万円となりました。

当社単体の建築工事の受注高は、国内官公庁工事及び国内民間工事が減少したことにより、

前期比88,139百万円減少（34.8％減）の164,987百万円となりました。

③ 開発・不動産事業等

当セグメントは、主にグループ保有不動産の販売及び賃貸収入により構成されております。

当セグメントの売上高は、前期比24.2％増の12,249百万円となり、セグメント利益は前期比

70.4％増の3,347百万円となりました。
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建設事業受注高及び売上高の内訳につきましては、以下のとおりであります。

【建設事業受注高】

　 連 結 313,437 百万円 (前期比 16.7％減)

　 個 別 312,277 百万円 (前期比 13.5％減)

　 (個別の内訳)

　 土木工事 147,290 百万円 (前期比 36.5％増)

　 建築工事 164,987 百万円 (前期比 34.8％減)

　 国内工事 310,188 百万円 (前期比 14.4％減)

　 海外工事 2,089 百万円 (前期比 －％ )

　 官公庁工事 111,805 百万円 (前期比 23.7％増)

　 民間工事 200,472 百万円 (前期比 25.9％減)

＜主な受注工事＞

区分 発注者（敬称略） 工 事 名 場 所

土木

国土交通省関東地方整備局 横浜湘南道路トンネルその３工事 神奈川県

農林水産省東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流
部）シールド工事

愛知県

中日本高速道路㈱八王子支社
中央自動車道 立場川橋耐震補強（下部工）工事（２
０２０年度）

山梨県
長野県

国土交通省四国地方整備局 令和２－５年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事 高知県

建築

(株)大京・京阪電鉄不動産(株)・ミ
サワホーム北海道(株)

（仮称）札幌駅東ＰＪ新築工事 北海道

三菱商事都市開発(株)・(株)サンケ
イビル

（仮称）南吹田物流施設計画 大阪府

旭化成不動産レジデンス(株) （仮称）品川プロジェクト新築工事 東京都

旭化成(株) ５ＣＮ建設工事 土木建築工事 宮崎県

　

　【売上高】

　 連 結 336,241 百万円 (前期比 14.1％減)

　 (うち不動産事業等 14,902 百万円) (前期比 27.8％増)

　 個 別 328,252 百万円 (前期比 13.0％減)

　 (うち不動産事業等 13,532 百万円) (前期比 35.3％増)

　 (建設事業：個別の内訳)

　 土木工事 125,377 百万円 (前期比 10.2％減)

　 建築工事 189,343 百万円 (前期比 16.8％減)

　 国内工事 303,082 百万円 (前期比 13.6％減)

　 海外工事 11,638 百万円 (前期比 29.7％減)

　 官公庁工事 107,680 百万円 (前期比 34.4％減)

　 民間工事 207,039 百万円 (前期比 1.9％増)
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＜主な完成工事＞

区分 発注者（敬称略） 工 事 名 場 所

土木

国土交通省東北地方整備局 国道１０６号 川井地区トンネル工事 岩手県

名取市 名取市閖上地区 被災市街地復興土地区画整理事業 他 宮城県

国土交通省近畿地方整備局 国道９号京都西共同溝シールド工事 京都府

国土交通省東北地方整備局 東北中央自動車道 所沢地区道路改良工事 福島県

建築

榛名特定目的会社 プロロジスパークつくば２プロジェクト 茨城県

九州旅客鉄道(株) （仮称）大阪南本町タワー新築他（その２）工事 大阪府

旭・板屋Ａ－２地区市街地再開発
組合

旭・板屋Ａ－２地区第一種市街地再開発事業に係る施設
建築物新築工事

静岡県

アメリカ合衆国 国防総省 陸軍 嘉手納エレメンタリースクール建替工事 沖縄県

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産は、有形固定資産が増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等

や投資有価証券が減少したことから、前連結会計年度末と比較して24,604百万円減少（5.0％減）

の472,440百万円となりました。

負債は、社債が増加しましたが、支払手形・工事未払金等やコマーシャル・ペーパーが減少し

たことから、前連結会計年度末と比較して32,854百万円減少（11.0％減）の264,903百万円となり

ました。

純資産は、その他有価証券評価差額金が減少しましたが、利益剰余金が増加したことから、前

連結会計年度末と比較して8,249百万円増加（4.1％増）の207,537百万円となりました。この結

果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して4.0ポイント増加し、43.6％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して2,884百

万円減少（6.2％減）の43,574百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が23,998百万円となり、仕入

債務の減少や法人税の支払等により資金が減少しましたが、売上債権の減少等により資金が増加

し、4,907百万円の収入超過（前連結会計年度は14,120百万円の収入超過）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により資金が減少しましたが、

投資有価証券の売却等により資金が増加し、5,302百万円の収入超過（前連結会計年度は20,147百

万円の支出超過）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行により資金が増加しましたが、コマーシャ

ル・ペーパーの償還や借入金の返済、配当金の支払等により資金が減少し、12,653百万円の支出

超過（前連結会計年度は20,952百万円の収入超過）となりました。
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（４）今後の見通し

国内経済の今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの普及

や各種政策の効果等により持ち直しの動きが続くことが期待されますが、国内外の感染拡大によ

る下振れリスクもあり、不確実性の高い状況が続くものと予想されます。

土木分野の見通しにつきましては、政府建設投資は、「防災・減災」「国土強靭化」の対策が

進められることから、当連結会計年度と比べ、横ばいまたは微増での推移が予想されます。また、

インフラの老朽化対策のため、リニューアル市場は堅調に伸長することが見込まれます。民間建

設投資については、新規設備投資は伸び悩むものの、既存施設の維持更新工事は増加が見込まれ

ます。

建築分野の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により、民間建設投資

は当連結会計年度と比べ、減少が予想されるものの、EC市場の拡大による物流施設の需要の継続

または増加など、一部の市場では底堅い需要が見込まれます。

なお、2022年３月期通期の業績につきましては、以下のとおり見込んでおります。

【連結】

　建設事業受注高 361,500 百万円 (前期比 15.3％増)

　売上高 337,000 百万円 (前期比 0.2％増)

　 (うち不動産事業等 17,000 百万円) (前期比 14.1％増)

　営業利益 21,000 百万円 (前期比 0.2％増)

　経常利益 21,200 百万円 (前期比 1.7％減)

親会社株主に帰属する当期純利益 14,300 百万円 (前期比 16.7％減)

【個別】

　建設事業受注高 347,500 百万円 (前期比 11.3％増)

　売上高 325,500 百万円 (前期比 0.8％減)

　 (うち不動産事業等 15,500 百万円) (前期比 14.5％増)

　営業利益 21,200 百万円 (前期比 4.6％増)

　経常利益 21,300 百万円 (前期比 7.7％減)

　当期純利益 14,500 百万円 (前期比 19.8％減)

(注) 上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要

因によって異なる結果となる場合があります。
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（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、2018年度から2020年度までの３ヵ年につきましては、「中期経営計画2020」に基づき、

連結配当性向30％以上かつ１株当たり配当金100円以上を利益還元する計画としております。

　当期の剰余金の配当につきましては、この計画に基づき、１株当たり配当金105円とする予定で

す。

　2021年度から2023年度までの３ヵ年につきましては、本日公表しました「中期経営計画2023」

において、健全な財務体質を維持しつつ、資本効率の高い成長投資により企業価値向上を目指し、

骨太な株主還元を実施することを基本方針といたしました。

　＜中期経営計画2023における株主還元方針＞

　 ● 連結配当性向 ：継続的に70％以上

　 ● 自己株式の取得 ：2021年度から2023年度の3年間で200億円以上

　次期の剰余金の配当につきましては、この計画に基づき、１株当たり配当金185円（うち中間配

当90円）を予定しております。

　中間配当制度につきましては、株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の

決議により中間配当をすることができる旨の定款変更議案を2021年6月29日開催予定の第84期定時

株主総会に付議する予定です。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、企業間及び経年での比較可能性を確保するため、当社の連結財務諸表は、

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に準拠し

て作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく

方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 46,459 43,769

受取手形・完成工事未収入金等 220,310 203,082

未成工事支出金 5,096 6,373

販売用不動産 2,354 2,543

不動産事業支出金 5,081 4,794

材料貯蔵品 599 670

立替金 12,845 9,306

その他 9,231 4,897

貸倒引当金 △163 △163

流動資産合計 301,815 275,273

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 81,027 83,408

機械、運搬具及び工具器具備品 9,809 9,586

土地 80,393 83,759

リース資産 457 117

建設仮勘定 485 4,155

減価償却累計額 △39,117 △39,390

有形固定資産合計 133,055 141,636

無形固定資産 1,123 1,189

投資その他の資産

投資有価証券 55,335 44,641

長期貸付金 596 599

退職給付に係る資産 － 961

繰延税金資産 160 3,314

その他 5,043 4,905

貸倒引当金 △85 △80

投資その他の資産合計 61,049 54,340

固定資産合計 195,229 197,166

資産合計 497,045 472,440
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 93,144 56,305

短期借入金 41,909 35,039

コマーシャル・ペーパー 35,000 20,000

1年内償還予定の社債 15,000 －

未払法人税等 4,580 7,968

未成工事受入金 16,756 18,703

完成工事補償引当金 796 9,815

賞与引当金 4,005 2,894

工事損失引当金 1,052 1,488

不動産事業等損失引当金 25 28

預り金 35,996 34,306

その他 4,360 4,579

流動負債合計 252,627 191,127

固定負債

社債 30,000 60,000

繰延税金負債 527 301

環境対策引当金 96 2

退職給付に係る負債 7,992 6,340

資産除去債務 480 636

その他 6,032 6,494

固定負債合計 45,130 73,775

負債合計 297,757 264,903

純資産の部

株主資本

資本金 23,513 23,513

資本剰余金 20,780 20,780

利益剰余金 142,684 154,041

自己株式 △2,174 △2,177

株主資本合計 184,803 196,158

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,136 10,627

為替換算調整勘定 71 △296

退職給付に係る調整累計額 △1,139 △506

その他の包括利益累計額合計 12,068 9,824

非支配株主持分 2,415 1,554

純資産合計 199,287 207,537

負債純資産合計 497,045 472,440
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

完成工事高 379,962 321,338

不動産事業等売上高 11,658 14,902

売上高合計 391,621 336,241

売上原価

完成工事原価 339,325 286,541

不動産事業等売上原価 8,357 9,938

売上原価合計 347,683 296,479

売上総利益

完成工事総利益 40,636 34,797

不動産事業等総利益 3,301 4,964

売上総利益合計 43,938 39,761

販売費及び一般管理費 18,624 18,810

営業利益 25,313 20,950

営業外収益

受取利息 109 62

受取配当金 1,051 932

貸倒引当金戻入額 4 5

匿名組合投資利益 81 54

その他 370 461

営業外収益合計 1,617 1,516

営業外費用

支払利息 473 443

為替差損 328 91

資金調達費用 106 168

その他 183 201

営業外費用合計 1,092 905

経常利益 25,838 21,561

特別利益

固定資産売却益 82 11

投資有価証券売却益 912 15,242

受取補償金 188 －

環境対策引当金戻入額 － 66

特別利益合計 1,184 15,320

特別損失

固定資産売却損 56 1,948

固定資産除却損 5 54

減損損失 － 280

投資有価証券売却損 － 443

投資有価証券評価損 1,235 53

本社移転費用 219 112

感染症関連費用 － 684

完成工事補償引当金繰入額 － 9,049

その他 69 256

特別損失合計 1,587 12,883

税金等調整前当期純利益 25,435 23,998

法人税、住民税及び事業税 5,803 10,031

法人税等調整額 723 △2,475

法人税等合計 6,526 7,556

当期純利益 18,908 16,442

非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△）

186 △724

親会社株主に帰属する当期純利益 18,721 17,166
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 18,908 16,442

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,674 △2,509

為替換算調整勘定 247 △499

退職給付に係る調整額 △774 633

その他の包括利益合計 △13,201 △2,375

包括利益 5,706 14,066

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 5,380 14,922

非支配株主に係る包括利益 325 △855
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 23,513 20,780 129,706 △2,172 171,828

当期変動額

剰余金の配当 △5,743 △5,743

親会社株主に帰属する

当期純利益
18,721 18,721

連結範囲の変動 －

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 12,977 △2 12,974

当期末残高 23,513 20,780 142,684 △2,174 184,803

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 25,811 △36 △365 25,409 2,093 199,331

当期変動額

剰余金の配当 △5,743

親会社株主に帰属する

当期純利益
18,721

連結範囲の変動 －

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△12,674 108 △774 △13,340 321 △13,019

当期変動額合計 △12,674 108 △774 △13,340 321 △44

当期末残高 13,136 71 △1,139 12,068 2,415 199,287
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 23,513 20,780 142,684 △2,174 184,803

当期変動額

剰余金の配当 △5,743 △5,743

親会社株主に帰属する

当期純利益
17,166 17,166

連結範囲の変動 △66 △66

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 11,357 △2 11,354

当期末残高 23,513 20,780 154,041 △2,177 196,158

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 13,136 71 △1,139 12,068 2,415 199,287

当期変動額

剰余金の配当 △5,743

親会社株主に帰属する

当期純利益
17,166

連結範囲の変動 △66

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△2,509 △368 633 △2,244 △860 △3,105

当期変動額合計 △2,509 △368 633 △2,244 △860 8,249

当期末残高 10,627 △296 △506 9,824 1,554 207,537
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31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 25,435 23,998

減価償却費 2,617 3,350

減損損失 － 280

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △5

工事損失引当金の増減額（△は減少） 50 436

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） 1 3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 33 9,018

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,605 △1,692

受取利息及び受取配当金 △1,160 △994

支払利息 473 443

投資有価証券売却損益（△は益） △912 △14,798

固定資産売却損益（△は益） △26 1,937

売上債権の増減額（△は増加） △22,414 17,161

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,138 △1,282

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △38 733

その他の資産の増減額（△は増加） 5,934 8,028

仕入債務の増減額（△は減少） △15,668 △36,601

投資有価証券評価損益（△は益） 1,235 53

未成工事受入金の増減額（△は減少） 7,889 1,978

預り金の増減額（△は減少） 12,861 △1,688

その他の負債の増減額（△は減少） 2,719 660

その他 420 110

小計 18,978 11,131

利息及び配当金の受取額 1,166 1,005

利息の支払額 △539 △451

法人税等の支払額 △5,485 △6,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,120 4,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △546 △5,812

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

3,390 27,533

有形及び無形固定資産の取得による支出 △24,756 △19,889

有形及び無形固定資産の売却による収入 116 3,787

貸付けによる支出 △672 △37

貸付金の回収による収入 3,080 6

定期預金の純増減額（△は増加） － △194

その他の支出 △759 △436

その他の収入 － 345

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,147 5,302
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

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） △19,142 △6,870

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

35,000 △15,000

従業員預り金の増減額（△は減少） △9,015 －

長期借入金の返済による支出 △100 －

社債の発行による収入 20,000 30,000

社債の償還による支出 － △15,000

配当金の支払額 △5,744 △5,743

非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △40 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,952 △12,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 △440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,985 △2,884

現金及び現金同等物の期首残高 31,473 46,459

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △0

現金及び現金同等物の期末残高 46,459 43,574
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（５）連結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。

(表示方法の変更)

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額（△は減少）」

に含めていた「完成工事補償引当金の増減額（△は減少）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度よ

り独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行

っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他の負債の増減額（△は減少）」に表示していた2,752百万円は、「完成工事補償引当金の増減額

（△は減少）」33百万円、「その他の負債の増減額（△は減少）」2,719百万円として組替えております。

(連結の範囲の変更)

西松投資有限公司は、重要性がなくなったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

　 (1)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、本社に事業本部を置き、国内及び海外の土木工事、建築工事、並びに不動産事業について包括的に管

理を行って、事業活動を展開しております。

従って、当社は各本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「土木事業」、「建築事業」並

びに「開発・不動産事業等」の３つを報告セグメントとしております。

　 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

　 土木事業：土木工事の請負及び土木工事に関連する事業

　 建築事業：建築工事の請負及び建築工事に関連する事業

　 開発・不動産事業等：不動産の賃貸・販売、資産管理等の事業

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。また、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)1

連結損益
計算書計上額

(注)2土木事業 建築事業
開発・不動産

事業等

売上高

外部顧客への売上高 141,177 240,856 9,586 391,621 － 391,621

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 275 275 △275 －

計 141,177 240,856 9,862 391,896 △275 391,621

セグメント利益 15,526 7,832 1,964 25,323 △9 25,313

その他の項目

　減価償却費 694 535 1,388 2,617 － 2,617

(注) １ セグメント利益の調整額△９百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 ２ 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。

３ 資産を事業セグメントに配分していないので各セグメントの資産の額は記載しておりません。
　
　

　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)1

連結損益
計算書計上額

(注)2土木事業 建築事業
開発・不動産

事業等

売上高

外部顧客への売上高 127,397 196,851 11,992 336,241 － 336,241

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 256 256 △256 －

計 127,397 196,851 12,249 336,498 △256 336,241

セグメント利益 8,410 9,198 3,347 20,957 △6 20,950

その他の項目

　減価償却費 690 659 2,000 3,350 － 3,350

(注) １ セグメント利益の調整額△６百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 ２ 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。

３ 資産を事業セグメントに配分していないので各セグメントの資産の額は記載しておりません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 3,599円01銭 3,765円62銭

１株当たり当期純利益 342円24銭 313円83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、潜在株式が存在してい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。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 18,721 17,166

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に
帰属する当期純利益

(百万円) 18,721 17,166

普通株式の期中平均株式数 (千株) 54,702 54,701

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 199,287 207,537

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円) 2,415 1,554

（うち非支配株主持分） (2,415) (1,554)

普通株式に係る期末の
純資産額

(百万円) 196,872 205,982

１株当たり純資産額の
算定に用いられた期末
の普通株式の数

(千株) 54,701 54,700

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 32,236 34,965

受取手形 4,007 4,479

完成工事未収入金 215,086 197,969

未成工事支出金 4,990 6,370

販売用不動産 2,387 2,543

不動産事業支出金 5,081 4,794

材料貯蔵品 557 665

短期貸付金 10 10

関係会社短期貸付金 80 326

前払費用 382 312

立替金 12,937 9,387

その他 7,366 3,520

貸倒引当金 △163 △163

流動資産合計 284,960 265,182

固定資産

有形固定資産

建物 74,155 76,457

減価償却累計額 △27,756 △28,016

建物（純額） 46,398 48,440

構築物 3,372 3,375

減価償却累計額 △1,833 △1,870

構築物（純額） 1,538 1,504

機械及び装置 7,291 7,113

減価償却累計額 △6,282 △6,428

機械及び装置（純額） 1,009 684

車両運搬具 397 396

減価償却累計額 △331 △352

車両運搬具（純額） 65 44

工具器具・備品 1,879 1,830

減価償却累計額 △1,452 △1,445

工具器具・備品（純額） 427 384

土地 75,366 77,836

リース資産 457 117

減価償却累計額 △372 △49

リース資産（純額） 84 68

建設仮勘定 485 4,155

有形固定資産合計 125,377 133,118
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 801 893

その他 189 189

無形固定資産合計 990 1,082

投資その他の資産

投資有価証券 52,511 41,711

関係会社株式 8,798 8,802

出資金 26 26

関係会社出資金 4,955 4,765

長期貸付金 81 76

従業員に対する長期貸付金 2 1

関係会社長期貸付金 785 754

長期前払費用 14 19

前払年金費用 － 1,253

繰延税金資産 － 2,977

その他 4,694 4,528

貸倒引当金 △85 △80

投資その他の資産合計 71,783 64,835

固定資産合計 198,151 199,037

資産合計 483,112 464,220

負債の部

流動負債

支払手形 3,637 1,362

電子記録債務 25,017 17,311

工事未払金 60,218 36,062

短期借入金 41,909 35,039

コマーシャル・ペーパー 35,000 20,000

1年内償還予定の社債 15,000 －

リース債務 31 23

未払金 3,430 3,989

未払費用 56 48

未払法人税等 4,424 7,921

未成工事受入金 16,150 18,645

預り金 36,038 34,077

前受収益 3 10

完成工事補償引当金 796 9,815

賞与引当金 3,907 2,811

工事損失引当金 1,052 1,488

不動産事業等損失引当金 25 28

その他 445 57

流動負債合計 247,145 188,694
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

固定負債

社債 30,000 60,000

リース債務 59 50

繰延税金負債 549 －

退職給付引当金 6,143 5,694

環境対策引当金 96 2

資産除去債務 457 607

その他 5,072 5,939

固定負債合計 42,379 72,295

負債合計 289,524 260,989

純資産の部

株主資本

資本金 23,513 23,513

資本剰余金

資本準備金 20,780 20,780

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 20,780 20,780

利益剰余金

利益準備金 5,878 5,878

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金 1,095 866

別途積立金 106,475 121,475

繰越利益剰余金 24,881 22,454

利益剰余金合計 138,331 150,674

自己株式 △2,174 △2,177

株主資本合計 180,450 192,791

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,136 10,439

評価・換算差額等合計 13,136 10,439

純資産合計 193,587 203,230

負債純資産合計 483,112 464,220
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

完成工事高 367,166 314,720

不動産事業等売上高 10,000 13,532

売上高合計 377,166 328,252

売上原価

完成工事原価 327,780 281,189

不動産事業等売上原価 6,992 8,929

売上原価合計 334,773 290,118

売上総利益

完成工事総利益 39,386 33,530

不動産事業等総利益 3,007 4,603

売上総利益合計 42,393 38,134

販売費及び一般管理費

役員報酬 332 262

従業員給料手当 9,017 9,037

退職金 19 10

退職給付費用 435 552

法定福利費 990 1,068

福利厚生費 313 363

修繕維持費 239 109

事務用品費 709 765

通信交通費 1,103 766

動力用水光熱費 64 68

調査研究費 1,202 1,539

広告宣伝費 121 86

貸倒引当金繰入額 0 －

交際費 463 258

寄付金 144 124

地代家賃 548 547

減価償却費 428 544

租税公課 901 1,164

保険料 52 49

雑費 651 546

販売費及び一般管理費合計 17,742 17,867

営業利益 24,651 20,266
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業外収益

受取利息 35 27

有価証券利息 1 －

受取配当金 1,783 3,080

貸倒引当金戻入額 4 5

匿名組合投資利益 81 54

その他 354 449

営業外収益合計 2,260 3,617

営業外費用

支払利息 297 249

社債利息 174 193

為替差損 212 12

資金調達費用 106 168

その他 175 191

営業外費用合計 966 816

経常利益 25,945 23,067

特別利益

固定資産売却益 81 209

投資有価証券売却益 883 15,242

受取補償金 186 －

環境対策引当金戻入額 － 66

特別利益合計 1,151 15,518

特別損失

固定資産売却損 56 1,987

固定資産除却損 5 54

減損損失 － 280

投資有価証券売却損 － 443

投資有価証券評価損 1,235 53

本社移転費用 219 112

感染症関連費用 － 684

完成工事補償引当金繰入額 － 9,049

その他 69 256

特別損失合計 1,587 12,922

税引前当期純利益 25,509 25,662

法人税、住民税及び事業税 5,643 9,914

法人税等調整額 723 △2,337

法人税等合計 6,367 7,576

当期純利益 19,142 18,086
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月１日)

(単位：百万円)

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

合計買換資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 1,100 91,475 26,478 124,932

当期変動額

買換資産圧縮積立金の

取崩
△4 4 －

別途積立金の積立 15,000 △15,000 －

剰余金の配当 △5,743 △5,743

当期純利益 19,142 19,142

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △0 △0 － △4 15,000 △1,596 13,398

当期末残高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 1,095 106,475 24,881 138,331

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,172 167,054 25,790 25,790 192,844

当期変動額

買換資産圧縮積立金の

取崩
－ －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △5,743 △5,743

当期純利益 19,142 19,142

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△12,653 △12,653 △12,653

当期変動額合計 △2 13,396 △12,653 △12,653 742

当期末残高 △2,174 180,450 13,136 13,136 193,587
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

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

合計買換資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 1,095 106,475 24,881 138,331

当期変動額

買換資産圧縮積立金の

取崩
△229 229 －

別途積立金の積立 15,000 △15,000 －

剰余金の配当 △5,743 △5,743

当期純利益 18,086 18,086

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △0 △0 － △229 15,000 △2,427 12,342

当期末残高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 866 121,475 22,454 150,674

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

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,174 180,450 13,136 13,136 193,587

当期変動額

買換資産圧縮積立金の

取崩
－ －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △5,743 △5,743

当期純利益 18,086 18,086

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△2,697 △2,697 △2,697

当期変動額合計 △2 12,340 △2,697 △2,697 9,643

当期末残高 △2,177 192,791 10,439 10,439 203,230
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５．その他

建設事業の個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高

前 期 当 期
対 前 期 比自 2019年４月１日

至 2020年３月31日
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

金 額 比 率 金 額 比 率 増 減 額 増減率

受

注

工

事

高

土 木

　 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

国内官公庁 45,696 42.4 129,187 87.7 83,491 182.7

国内民間 63,553 58.9 16,079 10.9 △47,473 △74.7

海 外 △1,363 △1.3 2,023 1.4 3,386 －

計 107,886 100.0 29.9 147,290 100.0 47.2 39,403 36.5

建 築

国内官公庁 46,194 18.2 △19,252 △11.7 △65,447 －

国内民間 206,953 81.8 184,174 111.6 △22,779 △11.0

海 外 △20 △0.0 66 0.0 87 －

計 253,127 100.0 70.1 164,987 100.0 52.8 △88,139 △34.8

計

国内官公庁 91,891 25.5 109,934 35.2 18,043 19.6

国内民間 270,506 74.9 200,253 64.1 △70,253 △26.0

海 外 △1,383 △0.4 2,089 0.7 3,473 －

計 361,013 100.0 100.0 312,277 100.0 100.0 △48,735 △13.5

完

成

工

事

高

土 木

国内官公庁 96,385 69.0 87,756 70.0 △8,628 △9.0

国内民間 28,331 20.3 27,742 22.1 △588 △2.1

海 外 14,909 10.7 9,877 7.9 △5,032 △33.8

計 139,626 100.0 38.0 125,377 100.0 39.8 △14,249 △10.2

建 築

国内官公庁 51,244 22.5 8,383 4.4 △42,860 △83.6

国内民間 174,652 76.8 179,198 94.6 4,546 2.6

海 外 1,642 0.7 1,760 0.9 118 7.2

計 227,539 100.0 62.0 189,343 100.0 60.2 △38,196 △16.8

計

国内官公庁 147,630 40.2 96,140 30.5 △51,489 △34.9

国内民間 202,983 55.3 206,941 65.8 3,957 1.9

海 外 16,552 4.5 11,638 3.7 △4,914 △29.7

計 367,166 100.0 100.0 314,720 100.0 100.0 △52,446 △14.3

繰

越

工

事

高

土 木

国内官公庁 100,088 47.6 141,518 61.0 41,430 41.4

国内民間 73,037 34.8 61,373 26.4 △11,663 △16.0

海 外 37,024 17.6 29,170 12.6 △7,854 △21.2

計 210,150 100.0 39.0 232,063 100.0 43.3 21,912 10.4

建 築

国内官公庁 49,119 15.0 21,482 7.1 △27,636 △56.3

国内民間 271,808 82.9 276,784 91.1 4,975 1.8

海 外 7,116 2.2 5,421 1.8 △1,694 △23.8

計 328,044 100.0 61.0 303,688 100.0 56.7 △24,355 △7.4

計

国内官公庁 149,207 27.7 163,001 30.4 13,793 9.2

国内民間 344,846 64.1 338,158 63.1 △6,688 △1.9

海 外 44,140 8.2 34,592 6.5 △9,548 △21.6

計 538,194 100.0 100.0 535,752 100.0 100.0 △2,442 △0.5

　


