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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 18,011 △0.0 1,495 △2.9 1,548 △0.3 1,016 1.4

2020年3月期 18,014 △5.3 1,540 △9.7 1,554 △11.3 1,003 △12.3

（注）包括利益 2021年3月期　　1,186百万円 （43.5％） 2020年3月期　　826百万円 （△10.6％）

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 1,297.27 ― 10.2 9.0 8.3

2020年3月期 1,279.74 ― 10.9 8.6 8.5

（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 16,397 10,540 63.9 13,377.30

2020年3月期 18,031 9,578 52.8 12,151.15

（参考） 自己資本 2021年3月期 10,485百万円 2020年3月期 9,526百万円

(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 1,195 △86 △1,127 5,928

2020年3月期 898 △91 △494 5,946

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 ― 0.00 ― 280.00 280.00 219 21.9 2.4

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

2021年３月17日公表の「株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て、2021年５
月24日をもって上場廃止予定であることから、2022年３月期の配当予想を記載しておりません。

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）

2021年３月17日公表の「株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て、2021年５
月24日をもって上場廃止予定であることから、2022年３月期の連結業績予想を記載しておりません。



※ 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 785,000 株 2020年3月期 785,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 1,151 株 2020年3月期 1,034 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 783,926 株 2020年3月期 784,024 株

（参考）個別業績の概要

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 10,881 13.2 994 29.7 1,266 19.4 931 17.5

2020年3月期 9,613 △6.4 766 △3.1 1,060 △2.9 792 △4.9

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 1,188.73 ―

2020年3月期 1,011.26 ―

(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 11,658 7,810 67.0 9,964.52

2020年3月期 11,949 7,031 58.8 8,969.77

（参考） 自己資本 2021年3月期 7,810百万円 2020年3月期 7,031百万円

※ 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

2021年３月17日公表の「株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て、2021年５
月24日をもって上場廃止予定であることから、2022年３月期の連結業績予想を記載しておりません。

また、有価証券報告書の免除申請を提出する予定であることから、有価証券報告書提出予定日を未定としております。
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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の経済は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症の

影響により、依然として厳しい状況で推移いたしました。

　当社グループと関係が深い建設業界におきましても、建設資機材価格や労働者不足による労務費の高止まりが

続く中、公共建設投資は復興需要の終息により減少傾向を辿り、民間建設投資は新型コロナウイルス感染症の影

響を受けるなど厳しい受注環境で推移いたしました。

　このような環境下で当社グループは、第10次中期経営計画（2018年４月１日～2021年３月31日）の最終年度目

標を達成するため、当該計画に基づいた経営方針のもと、経営基盤の更なる強化を図り、地域創生のために貢献

すべく、総力を挙げて業務に取り組んで参りました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は190億61百万円（前年同期比　12.1％増）、売上

高は180億11百万円（前年同期比　0.0％減）、繰越高は89億２百万円（前年同期比　13.4％増）となりました。

　利益につきましては、営業利益は14億95百万円（前年同期比　2.9％減）、経常利益は15億48百万円（前年同

期比　0.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億16百万円（前年同期比　1.4％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。

ア．建築事業

　建築事業においては、受注高は130億33百万円（前年同期比　14.7％増）、売上高は114億45百万円（前年同

期比　0.7％減）となりました。繰越高は67億72百万円（前年同期比　30.6％増）となりました。営業利益は

11億３百万円（前年同期比　9.8％減）となりました。

イ．土木緑地事業

土木緑地事業においては、受注高は41億20百万円（前年同期比　13.5％増）、売上高は46億58百万円（前年

同期比　4.0％増）となりました。繰越高は21億30百万円（前年同期比　20.2％減）となりました。営業利益

は８億28百万円（前年同期比　26.9％増）となりました。

ウ．環境関連事業

環境関連事業においては、受注高は８億64百万円（前年同期比　5.1％減）、売上高は８億64百万円（前年

同期比　5.1％減）となりました。営業利益は２億18百万円（前年同期比　11.0％減）となりました。

エ．不動産事業

不動産事業においては、受注高及び売上高は１億45百万円（前年同期比　26.7％増）となりました。営業利

益は５百万円（前年同期比　55.8％減）となりました。

オ．その他事業

その他事業においては、受注高及び売上高は８億97百万円（前年同期比　8.6％減）となりました。営業利

益は43百万円（前年同期比　47.2％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産合計は163億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億33百万円減少いたしま

した。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等11億84百万円、その他流動資産４億98百万円等の減少によ

るものであります。

　当連結会計年度末の負債合計は58億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億95百万円減少いたしまし

た。主な要因は、支払手形・工事未払金等12億52百万円、短期借入金７億19百万円、未成工事受入金３億44百万

円、その他流動負債１億84百万円等の減少によるものであります。

　当連結会計年度末の純資産合計は105億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億61百万円増加いたしま

した。主な要因は、利益剰余金８億円等の増加によるものであります。
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2017年3月期  2018年3月期 2019年3月期  2020年3月期 2021年3月期

 自己資本比率（％） 39.5 48.2 49.7 52.8 63.9

 時価ベースの自己資本比率（％） 25.9 36.2 22.5 20.3 42.8

 キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年）
1.6 0.8 1.7 1.0 0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 47.6 91.8 38.5 57.4 117.9

（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（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ18百

万円減少し、59億28百万円（前年同期比　0.3％減）となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因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）

営業活動の結果得られた資金は11億95百万円（前年同期比　33.0％増）となりました。これは主に、仕入債務

の減少額12億53百万円、法人税等の支払額４億60百万円、未成工事受入金の減少額３億44百万円、その他の流動

負債の減少額２億63百万円等の減少要因に対して、税金等調整前当期純利益15億35百万円、売上債権の減少額11

億84百万円、未収入金の減少額２億77百万円、その他の流動資産の減少額２億15百万円、減価償却費１億52百万

円等の増加要因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86百万円（前年同期比　5.6％減）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出82百万円等の減少要因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11億27百万円（前年同期比　127.8％増）となりました。これは主に、短期借

入金純減額７億19百万円、長期借入金の返済による支出２億11百万円、配当金の支払額２億19百万円等の減少要

因によるものであります。

 なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標の推移は下記の通りであります。

（注）１．自己資本比率　　　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率　　　　　　　：株式時価総額／総資産

３．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

４．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

５．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

６．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

７．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。

８．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金及び長期借入

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

しております。

（４）今後の見通し

2021年３月17日公表の「株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとお

り、当社は一連の手続きを経て、2021年５月24日をもって上場廃止予定であることから、2022年３月期の業績予想

は記載しておりません。

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準に基づき連

結財務諸表を作成する方針であります。

　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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(単位：千円)

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 5,950,052 5,932,039

受取手形・完成工事未収入金等 6,235,683 5,051,565

販売用不動産 241,630 329,300

未成工事支出金 327,076 184,969

その他 1,253,598 755,297

貸倒引当金 △10,835 △8,558

流動資産合計 13,997,205 12,244,613

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 1,623,024 1,633,813

機械、運搬具及び工具器具備品 832,825 857,316

土地 1,135,757 1,125,653

リース資産 115,025 126,068

減価償却累計額 △1,473,348 △1,569,857

建設仮勘定 － 7,976

有形固定資産合計 2,233,284 2,180,969

無形固定資産 82,953 61,042

投資その他の資産

投資有価証券 1,144,129 1,245,931

リース債権 101,617 91,262

退職給付に係る資産 120,591 270,840

繰延税金資産 207,898 160,389

その他 165,120 168,118

貸倒引当金 △21,450 △25,393

投資その他の資産合計 1,717,907 1,911,147

固定資産合計 4,034,145 4,153,159

資産合計 18,031,351 16,397,773

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

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 4,696,567 3,443,988

短期借入金 719,700 －

１年内返済予定の長期借入金 77,779 －

未払法人税等 348,311 413,337

未成工事受入金 885,703 540,766

賞与引当金 441,620 450,760

完成工事補償引当金 11,910 7,040

工事損失引当金 1,099 －

その他 895,590 710,898

流動負債合計 8,078,282 5,566,791

固定負債

長期借入金 94,030 －

再評価に係る繰延税金負債 73,163 80,825

退職給付に係る負債 59,056 61,287

長期未払金 22,435 22,435

その他 125,812 126,174

固定負債合計 374,497 290,722

負債合計 8,452,780 5,857,513

純資産の部

株主資本

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 8,065,107 8,865,505

自己株式 △5,185 △6,029

株主資本合計 9,374,426 10,173,980

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 351,967 431,335

土地再評価差額金 △191,099 △202,999

退職給付に係る調整累計額 △9,203 83,464

その他の包括利益累計額合計 151,664 311,800

非支配株主持分 52,480 54,479

純資産合計 9,578,570 10,540,260

負債純資産合計 18,031,351 16,397,773
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(単位：千円)

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 14,952,967 15,304,310

環境事業売上高 1,585,514 1,401,307

その他の売上高 1,475,823 1,305,531

売上高合計 18,014,305 18,011,149

売上原価

完成工事原価 12,527,158 12,779,934

環境事業売上原価 1,169,269 1,077,503

その他の売上原価 1,215,714 1,162,390

売上原価合計 14,912,142 15,019,828

売上総利益

完成工事総利益 2,425,808 2,524,376

環境事業売上総利益 416,244 323,803

その他の売上総利益 260,109 143,141

売上総利益合計 3,102,162 2,991,320

販売費及び一般管理費

販売費 470,342 422,023

一般管理費 1,091,784 1,073,894

販売費及び一般管理費合計 1,562,127 1,495,917

営業利益 1,540,035 1,495,402

営業外収益

受取利息 1,308 2,022

受取配当金 28,703 29,917

受取賃貸料 23,594 22,238

複合金融商品評価益 － 14,080

その他 9,378 9,465

営業外収益合計 62,984 77,723

営業外費用

支払利息 16,129 11,444

支払保証料 8,318 3,797

複合金融商品評価損 17,815 －

賃貸費用 3,978 3,763

貸倒引当金繰入額 － 3,600

その他 2,765 1,746

営業外費用合計 49,006 24,352

経常利益 1,554,013 1,548,774

（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）
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(単位：千円)

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)

特別利益

固定資産売却益 1,470 －

その他 95 －

特別利益合計 1,565 －

特別損失

固定資産売却損 － 45

固定資産除却損 549 558

減損損失 15,337 4,558

投資有価証券評価損 30,882 7,719

特別損失合計 46,769 12,881

税金等調整前当期純利益 1,508,808 1,535,892

法人税、住民税及び事業税 516,926 525,525

法人税等調整額 △21,473 △13,187

法人税等合計 495,452 512,338

当期純利益 1,013,356 1,023,554

非支配株主に帰属する当期純利益 10,012 6,590

親会社株主に帰属する当期純利益 1,003,343 1,016,963
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（単位：千円）

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 1,013,356 1,023,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △145,051 79,434

土地再評価差額金 － △8,954

退職給付に係る調整額 △41,472 92,667

その他の包括利益合計 △186,524 163,148

包括利益 826,831 1,186,702

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 816,970 1,180,044

非支配株主に係る包括利益 9,861 6,657

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

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 583,300 731,204 7,268,476 △4,720 8,578,260

当期変動額

剰余金の配当 △211,689 △211,689

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,003,343 1,003,343

自己株式の取得 △464 △464

土地再評価差額金の取崩 4,975 4,975

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 796,630 △464 796,165

当期末残高 583,300 731,204 8,065,107 △5,185 9,374,426

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

土地再評価差額
金

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 496,867 △186,124 32,269 343,013 48,452 8,969,726

当期変動額

剰余金の配当 △211,689

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,003,343

自己株式の取得 △464

土地再評価差額金の取崩 △4,975 △4,975 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△144,900 － △41,472 △186,373 4,028 △182,344

当期変動額合計 △144,900 △4,975 △41,472 △191,348 4,028 608,844

当期末残高 351,967 △191,099 △9,203 151,664 52,480 9,578,570

（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）
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(単位：千円)

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 583,300 731,204 8,065,107 △5,185 9,374,426

当期変動額

剰余金の配当 △219,510 △219,510

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,016,963 1,016,963

自己株式の取得 △844 △844

土地再評価差額金の取崩 2,945 2,945

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 800,398 △844 799,553

当期末残高 583,300 731,204 8,865,505 △6,029 10,173,980

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

土地再評価差額
金

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 351,967 △191,099 △9,203 151,664 52,480 9,578,570

当期変動額

剰余金の配当 △219,510

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,016,963

自己株式の取得 △844

土地再評価差額金の取崩 △2,945 △2,945 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

79,368 △8,954 92,667 163,081 1,999 165,080

当期変動額合計 79,368 △11,899 92,667 160,136 1,999 961,689

当期末残高 431,335 △202,999 83,464 311,800 54,479 10,540,260

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：千円)

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 1,508,808 1,535,892

減価償却費 156,445 152,628

減損損失 15,337 4,558

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,578 1,666

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,847 9,139

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4,310 △4,870

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,437 △1,099

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △32,914 △12,696

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,530 2,230

受取利息及び受取配当金 △30,011 △31,939

支払利息 16,129 11,444

複合金融商品評価損益（△は益） 17,815 △14,080

投資有価証券評価損益（△は益） 30,882 7,719

有形固定資産除却損 549 558

有形固定資産売却損益（△は益） △1,470 45

売上債権の増減額（△は増加） 407,317 1,184,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,282 59,958

リース債権の増減額（△は増加） 8,993 9,650

未収入金の増減額（△は増加） △242,558 277,128

その他の流動資産の増減額（△は増加） △162,761 215,010

仕入債務の増減額（△は減少） △897,885 △1,253,017

未成工事受入金の増減額（△は減少） 359,795 △344,937

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,569 25,828

未払金の増減額（△は減少） △5,031 58,636

未払費用の増減額（△は減少） △450 △2,418

前受金の増減額（△は減少） △1,912 1,871

その他の流動負債の増減額（△は減少） 277,354 △263,931

その他 11,363 5,294

小計 1,445,292 1,634,389

利息及び配当金の受取額 30,011 31,772

利息の支払額 △15,661 △10,136

法人税等の支払額 △560,847 △460,499

営業活動によるキャッシュ・フロー 898,794 1,195,525

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

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)

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 △9,600 △9,600

定期預金の払戻による収入 9,600 9,600

投資有価証券の取得による支出 △4,170 △4,214

貸付けによる支出 △225 －

貸付金の回収による収入 316 180

有形固定資産の取得による支出 △73,378 △82,937

有形固定資産の売却による収入 1,470 5,500

無形固定資産の取得による支出 △13,724 △1,545

その他 △1,360 △2,989

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,072 △86,007

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） △134,300 △719,700

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 △132,396 △211,809

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,194 △11,009

配当金の支払額 △211,689 △219,510

自己株式の取得による支出 △464 △844

非支配株主への配当金の支払額 △5,832 △4,658

財務活動によるキャッシュ・フロー △494,877 △1,127,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 312,844 △18,013

現金及び現金同等物の期首残高 5,633,408 5,946,252

現金及び現金同等物の期末残高 5,946,252 5,928,239
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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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについ

て」に記載した本感染症による影響に関する仮定について、重要な変更はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高

外部顧客への売上
高

11,527,334 4,480,022 910,913 114,534 17,032,804 981,500 18,014,305

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

18,327 64,770 22,127 － 105,224 50,034 155,258

計 11,545,661 4,544,792 933,040 114,534 17,138,028 1,031,534 18,169,563

セグメント利益 1,223,762 653,072 245,623 13,375 2,135,833 82,566 2,218,400

その他の項目

減価償却費 42,711 23,283 47,498 － 113,493 2,791 116,284

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額

8,685 5,945 50,121 － 64,752 4,342 69,095

（セグメント情報等）

【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、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、各事業本部は、事業内容について国内の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。

　したがって、当社は、事業内容を基礎としたセグメントから構成されており、「建築事業」、「土木緑地事

業」、「環境関連事業」、及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしております。

　「建築事業」は、建築に関する事業の設計・施工、施設管理等の事業を行っております。「土木緑地事業」

は、土木緑地に関する事業の設計・施工を行っております。「環境関連事業」は、環境関連に関する事業の設

計・施工及び各種環境関連測定分析等の事業を行っております。「不動産事業」は、不動産の販売・仲介等の

事業を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

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。

なお、当社では、事業セグメントへの資産の配分は行っておりません。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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）

（注）「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、警備事業を含んでおります。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高

外部顧客への売上
高

11,445,056 4,658,841 864,669 145,160 17,113,727 897,421 18,011,149

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

37,840 36,858 24,694 － 99,393 74,760 174,154

計 11,482,897 4,695,699 889,363 145,160 17,213,121 972,182 18,185,303

セグメント利益 1,103,470 828,983 218,644 5,913 2,157,011 43,604 2,200,616

その他の項目

減価償却費 46,200 18,512 47,732 － 112,445 2,802 115,248

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額

36,267 16,307 51,671 － 104,247 3,506 107,753

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,138,028 17,213,121

「その他」の区分の売上高 1,031,534 972,182

セグメント間取引消去 △155,258 △174,154

連結財務諸表の売上高 18,014,305 18,011,149

セグメント利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 2,135,833 2,157,011

「その他」の区分の利益 82,566 43,604

セグメント間取引消去 △31,445 △13,070

全社費用 △646,919 △692,142

連結財務諸表の営業利益 1,540,035 1,495,402

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

減価償却費 113,493 112,445 2,791 2,802 40,160 37,380 156,445 152,628

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

64,752 104,247 4,342 3,506 15,155 2,665 84,250 110,418

　　当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

（注）「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、警備事業を含んでおります。

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（単位：千円）

　　（単位：千円）

　（注）減価償却費の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産の減価償却費であります。

      有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産の設備投資額

であります。
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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 12,151.15円 13,377.30円

１株当たり当期純利益 1,279.74円 1,297.27円

前連結会計年度
(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

当連結会計年度
(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,003,343 1,016,963

普通株主に帰属しない金額　　　（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益　　　　　　　　　　　　（千円）
1,003,343 1,016,963

普通株式の期中平均株式数　　　　（株） 784,024 783,926

（１株当たり情報）

　（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。

（重要な後発事象）

株式併合及び単元株式数の定めの廃止

　2021年３月17日に公表した「株式の併合、単元株式数の 定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」は、

2021年４月20日開催の臨時株主総会において、いずれも原案どおり承認可決されました。

　当社は、「株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、一連の手続き

を経て、2021年５月24日をもって上場廃止となる予定であります。

　詳細につきましては、2021年４月20日に開示いたしました「株式の併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関す

るお知らせ」をご参照ください。
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 区分

期別 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

増減

 建築事業 １１，３６６ １３，０３３     １，６６７

 土木緑地事業 ３，６３１ ４，１２０ ４８８

 環境関連事業 ９１０ ８６４ △４６

 不動産事業 １１４ １４５ ３０

 その他事業 ９８１ ８９７ △８４

 合　計 １７，００４ １９，０６１ ２，０５６

 区分

期別 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

増減

 建築事業 １１，５２７ １１，４４５ △８２

 土木緑地事業 ４，４８０ ４，６５８ １７８

 環境関連事業 ９１０ ８６４ △４６

 不動産事業 １１４ １４５ ３０

 その他事業 ９８１ ８９７ △８４

 合　計 １８，０１４ １８，０１１ △３

 区分

期別 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

増減

 建築事業 ５，１８３ ６，７７２ １，５８８

 土木緑地事業 ２，６６８ ２，１３０ △５３８

 環境関連事業 －     － －

 不動産事業 －     －     －

 その他事業 －     －     －

 合　計 ７，８５２ ８，９０２ １，０４９

４．その他

受注、売上及び繰越の状況

①　連結

 （受注高）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（売上高） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 （繰越高）                                                                                 （単位：百万円）
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 区分

期別 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

増減

 建築事業 ６，１６１ ６，０８４ △７７

 土木緑地事業 ２，６９９ ３，０９９ ４００

 環境関連事業 ９１４ ８６８ △４６

 不動産事業 １７ ２ △１４

 その他事業 １３ ０ △１３

 合　計 ９，８０７ １０，０５５ ２４８

 区分

期別 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

増減

 建築事業 ５，０４８ ６，３９５ １，３４６

 土木緑地事業 ３，６１９ ３，６１５ △４

 環境関連事業 ９１４ ８６８ △４６

 不動産事業 １７ ２ △１４

 その他事業 １３ ０ △１３

 合　計 ９，６１３ １０，８８１ １，２６８

 区分

期別 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

増減

 建築事業 ３，５３８ ３，２２７ △３１０

 土木緑地事業 ２，３６７ １，８５１ △５１５

 環境関連事業 －     － －

 不動産事業 －     －     －

 その他事業 －     －     －

 合　計 ５，９０６ ５，０７９ △８２６

　②　個別

 （受注高）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 （売上高） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 （繰越高）                                                                                 （単位：百万円）
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