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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 41,800 9.9 484 47.0 403 144.1 337 △37.2

20年3月期 38,020 2.7 329 3.3 165 △12.7 537 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 21.15 ― 6.7 1.3 1.2
20年3月期 33.68 ― 11.5 0.5 0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  44百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 29,693 5,199 17.4 324.15
20年3月期 31,945 4,875 15.2 303.84

（参考） 自己資本   21年3月期  5,173百万円 20年3月期  4,850百万円

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

21年3月期 1,791 △230 △1,270 3,048
20年3月期 △404 569 38 2,753

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 15 3.0 0.3
21年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50 23 7.1 0.5

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 1.50 1.50 9.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

9,500 △12.6 △730 ― △780 ― △820 ― △51.38

通期 39,000 △6.7 460 △5.0 360 △10.7 260 △23.0 16.29
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4.  その他 

(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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

［（注） 詳細は、23ページ「連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）算定の基礎となる株式数については、25ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 15,978,500株 20年3月期 15,978,500株

② 期末自己株式数 21年3月期  19,925株 20年3月期  14,445株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 40,678 9.4 476 38.2 355 100.6 294 △42.0

20年3月期 37,197 2.6 343 △0.2 177 △10.0 508 ―

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

21年3月期 18.45 ―

20年3月期 31.83 ―

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

21年3月期 29,158 5,044 17.3 316.09
20年3月期 31,575 4,799 15.2 300.62

（参考） 自己資本 21年3月期  5,044百万円 20年3月期  4,799百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料発表日現在において把握できた情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。 
業績予想の前提条件等については、3ページ「1.経営成績（1） 経営成績に関する分析」を参照してください。 
    

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 
累計期間

9,000 △16.2 △700 ― △760 ― △800 ― △50.12

通期 38,000 △6.6 440 △7.7 300 △15.5 200 △32.1 12.53
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①当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の順調な発展を支えにした好調な輸出主導で成長を

遂げてまいりましたが、昨年の夏以降は状況が一転し、住宅バブルの崩壊、原材料価格の急激な変動、

金融システムの不安定化などの世界経済の減速傾向をまともに被り、企業収益の低下、雇用情勢の悪化

など景気は下降局面が続いております。 

 道路建設業界におきましては、公共工事の引き続きの発注抑制、民間設備投資の大幅な縮減等により

受注競争は一段と激化し、さらに受注単価の下落傾向も加わり、事業環境は極めて厳しい環境下にあり

ました。 

 当社グループではこのような状況下にあって、顧客第一・品質重視・法令遵守の経営姿勢を堅持し、

工事受注と製品販売の拡大に向けて既存顧客の深耕や、新規顧客の開拓に総力を挙げてまいりました。

その結果、受注高は、350億２千万円と前年同期比14.4％減、売上高は、前期からの繰越工事が多かっ

たことにより418億円と前年同期比9.9％増となりました。利益につきましては、製品販売の利益が好調

に推移したことに加え販管費等経営コストの削減に努めました結果、経常利益は、４億３百万円と前年

同期比144.1％増となりました。当期純利益は、収益性が低下した事業所の減損損失を特別損失に計上

したことなどから、３億３千７百万円と前年同期比37.2％減となりました。 

  

  

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

〔主 な 受 注 工 事〕

発注者 工事名 工事場所

西日本高速道路株式会社  宮崎自動車道 都城管内舗装補修工事 宮 崎 県

国土交通省関東地方整備局  圏央道牛久稲敷地区舗装その１工事 茨 城 県

東日本高速道路株式会社  磐越自動車道 猪苗代～津川間舗装補修工事 福 島 県

国土交通省近畿地方整備局  176号西宮生瀬電線共同溝工事 兵 庫 県

国土交通省中部地方整備局  平成20年度 伊豆縦貫沢地道路舗装工事 静 岡 県

〔主 な 完 成 工 事〕

発注者 工事名 工事場所

西日本高速道路株式会社  第二名神高速道路 大津舗装工事 滋 賀 県

東日本高速道路株式会社  北関東自動車道 二宮舗装工事 栃 木 県

西日本高速道路株式会社  中国自動車道 藤巻橋床版補修工事 広 島 県

国土交通省関東地方整備局  麻布電線共同溝工事 東 京 都

国土交通省中国地方整備局  国道９号唐戸電線共同溝工事 山 口 県
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②次期の見通し 

今後のわが国経済は、世界経済のかってない難局に直面し、中長期的に厳しい環境がしばらく続くも

のと想定されます。  

  道路建設業界におきましては、道路特定財源制度は廃止になりましたが、景気対策としての１兆円規

模の地域活力基盤創造交付金制度が創設されるなど、公共工事の発注量の増加は期待されるものの、企

業業績の低迷により民間設備投資の回復傾向までには至らず、総じて厳しい経営環境は続くものと予想

されます。  

  当社といたしましては、このような情勢のなか、受注量確保を最重要課題として既存顧客との関係強

化や新分野、新規事業への進出により、顧客の拡充に努めてまいります。また、品質重視の施工管理や

確実な工程管理の強化を図るとともに、経営コストの一層の削減に努め財務体質の強化に取り組んでま

いります。  

  通期（平成22年3月期）の業績につきましては、売上高390億円、営業利益４億６千万円、経常利益３

億６千万円、当期純利益２億６千万円を見込んでおります。   

  

   ①資産及び負債純資産の状況 

当連結会計年度の資産合計は、296億９千３百万円（前連結会計年度比22億５千１百万円減、7.0％

減）、流動資産は201億８千９百万円（同20億８千８百万円減、9.4％減）、固定資産は94億８千９百万

円（同１億７千８百万円減、1.8％減）となりました。 

 流動資産合計につきましては、売上高の増加に伴い受取手形・完成工事未収入金等が11億９千６百万

円増加、また、手持工事高の減少に伴い未成工事支出金が35億１千５百万円減少となりました。 

 固定資産につきましては、収益性が低下した事業所の減損処理をしたことにより、土地が１億１千４

百万円減少しました。 

 当連結会計年度の負債合計は、244億９千４百万円（前連結会計年度比25億７千５百万円減、9.5％

減）、流動負債は196億８千１百万円（同25億８千万円減、11.6％減）、固定負債は48億１千３百万円

（同４百万円増、0.1％増）となりました。主な要因は、短期借入金が14億２千１百万円減少、また、

手持工事高の減少に伴い未成工事受入金が７億９千５百万円の減少であります。 

 当連結会計年度の純資産合計は、当期純利益の計上により51億９千９百万円となりました。 
  
   ②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） 

 当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、17億９千１百万円（前連結会計年度は４億４百万円

の減少）となりました。主な要因は、たな卸資産の減少等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） 

 当連結会計年度の投資活動による資金の減少は、２億３千万円（前連結会計年度は５億６千９百万円

の増加）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシャ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動による資金の減少は、12億７千万円（前連結会計年度は３千８百万円の増

加）となりました。主な要因は、短期借入金の返済によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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   (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注） 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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ※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。 

    ※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。 

    ※有利子負債は、連結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。 

    ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている 

     「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

  

利益配分につきましては、経営体質の強化及び将来の事業展開に備えての内部留保の充実等を勘案

し、業績に対応し、配当性向も考慮した配当を基本としております。  

 これらの方針に基づき、当期の配当につきましては、１株あたり1.5円とさせて頂く予定です。次期

の配当につきましては、中期事業計画の着実な実践により、現在のところ１株1.5円を予定しておりま

す。  

  

当社グループが投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は次のとおりであります。な

お、これらの項目の将来に関する事項は、当連結会計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 

当社グループの主要事業である道路舗装工事ならびに一般土木建築工事の今後の受注環境は、現況よ

りも官公庁の公共投資や民間設備投資に大きな抑制要因が生じた場合に，当社グループの経営成績に影

響を与える可能性があります。 

  ② 資材価格の変動   

原材料価格の高騰が長期化した場合は、売上高に価格転嫁が困難な状況が予測され、当社グループの

経営成績に影響を与える可能性があります。 

  ③ 顧客に関する信用リスクについて 

当社グループが有する完成工事未収入金・貸付金・その他の債権または求償権について、顧客に債務

の不履行がある場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 15.6 14.5 15.5 17.4

時価ベースの自己資本比率 11.0 6.6 5.1 2.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 － － － 4.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ － － － 10.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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   当社の企業集団は、主に舗装工事、土木工事等の建設事業ならびに製品の製造、販売等の事業活動 

 を展開しております。 

   当グループの事業における位置付けは次のとおりであります。 

（１）舗装、土木事業 

 当社が舗装・土木等に係る建設工事の受注、施工を行うほか、連結子会社の拓神建設㈱、創誠、㈱弘永舗

道、持分法適用関連会社のあすか創建㈱もそれぞれ建設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が

発注し、また当社が上記各連結子会社等から工事の一部を受注しております。 

  在外連結子会社の佐東奥科貿有限公司は、特殊な材料・工法を用いた特殊舗装工事を主体とした建設工事

のコンサルタント業務を行っております。 

（２）製品製造・販売事業 

  当社と連結子会社の㈱弘永舗道がアスファルト合材及び関連製品の製造・販売を営んでおり、互いにその

一部を販売、購入しております。また、当社から連結子会社の拓神建設㈱、㈱創誠へその一部を販売してお

ります。 

  非連結子会社のＳＷテクノ㈱は、機械レンタル事業を行っており、当社は機械等の一部を同社よりレンタ

ルしております。 

（３）事業系統図  
 

2. 企業集団の状況
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当社は、「誠実、創造、最高の技術」の社是のもと、常に自然を考え、人のことを思い、株主、顧

客、社員、取引先の信頼と期待に的確に応えることを基本に、建設事業、アスファルト合材製造販売事

業等などを通じて、社会の発展に貢献するとともに企業の安定成長に努めてまいります。 

当社は、「中期事業計画」（平成19年度から平成21年度までの３ヵ年）を踏まえ、施工管理体制の改

善と管理部門のコスト削減を図り、収益の確実な改善に基づく自己資本の拡充ならびに自己資本比率の

向上を喫緊の課題としております。 

当社は、急速に変動する世界経済のなか、建設業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続く

ものと想定しております。本年度中に新たな「中期事業計画」の策定を計り、環境に左右されない安定

的な収益の確保による経営基盤の強化を目指してまいります。 

当社を取り巻く経営環境は依然厳しい状況が続くものと考えられますが、このような状況の下でも

「安定した売上と利益を確保できる経営基盤の構築」に向け、以下の重点課題に取り組んでまいりま

す。 

1.既存顧客との関係強化や新分野、新規事業への進出などによる顧客の拡充に努める。 

2.品質重視の施工管理や確実な工程管理の一層の徹底により、収益力の強化を図る。 

3.業務効率の向上による経営コストの削減を図る。 

4.経営資産の活用による財務体質の強化を図る。 

  

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.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 
流動資産 
現金預金 2,753,182 3,048,736 
受取手形・完成工事未収入金等 12,719,240 13,915,963 
未成工事支出金 6,454,374 2,901,240 
その他のたな卸資産 244,895 230,384 
繰延税金資産 3,795 65,592 
その他 350,801 304,360 
貸倒引当金 △248,622 △276,887 
流動資産合計 22,277,667 20,189,390 

固定資産 
有形固定資産 
建物・構築物 6,010,710 6,026,256 
機械、運搬具及び工具器具備品 8,313,014 8,351,822 
土地 6,116,562 6,001,629 
建設仮勘定 － 12,600 
その他 － 22,117 
減価償却累計額 △12,041,956 △12,157,888 
有形固定資産合計 8,398,331 8,256,537 

無形固定資産 57,273 86,586 
投資その他の資産 
投資有価証券 804,817 760,982 
長期貸付金 115,833 112,559 
破産更生債権等 354,102 309,574 
繰延税金資産 3,420 3,773 
その他 302,670 283,101 
貸倒引当金 △368,471 △323,969 
投資その他の資産合計 1,212,371 1,146,021 

固定資産合計 9,667,976 9,489,145 
繰延資産 
社債発行費 － 15,209 
繰延資産合計 － 15,209 

資産合計 31,945,643 29,693,746 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 
流動負債 
支払手形・工事未払金等 11,067,012 10,400,238 
短期借入金 7,634,632 6,213,220 
1年内償還予定の社債 － 100,000 
1年内返済予定の長期借入金 294,096 256,596 
未払法人税等 70,484 58,235 
未払消費税等 － 380,837 
未成工事受入金 2,624,287 1,828,640 
賞与引当金 － 107,400 
完成工事補償引当金 25,116 24,683 
工事損失引当金 48,270 8,550 
その他 497,796 302,721 
流動負債合計 22,261,694 19,681,123 

固定負債 
社債 － 350,000 
長期借入金 593,172 349,076 
長期未払金 102,892 － 
繰延税金負債 138,685 36,251 
再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441 
退職給付引当金 2,803,482 2,796,434 
その他 － 111,157 
固定負債合計 4,808,674 4,813,361 

負債合計 27,070,369 24,494,485 
純資産の部 
株主資本 
資本金 1,751,500 1,751,500 
資本剰余金 869,602 869,602 
利益剰余金 733,427 1,084,841 
自己株式 △3,024 △3,592 
株主資本合計 3,351,505 3,702,352 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 86,702 54,147 
土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139 
為替換算調整勘定 △1,782 2,394 
評価・換算差額等合計 1,499,060 1,470,681 

少数株主持分 24,709 26,227 
純資産合計 4,875,274 5,199,261 

負債純資産合計 31,945,643 29,693,746 
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(2)【連結損益計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 38,020,402 41,800,497 
売上原価 35,336,621 39,150,714 
売上総利益 2,683,781 2,649,783 
販売費及び一般管理費 
従業員給料手当 974,634 963,126 
貸倒引当金繰入額 289,271 156,636 
賞与引当金繰入額 － 31,085 
退職給付引当金繰入額 80,057 70,388 
減価償却費 53,842 46,096 
その他 956,562 898,282 
販売費及び一般管理費合計 2,354,367 2,165,616 

営業利益 329,413 484,166 
営業外収益 
受取利息 11,809 12,060 
受取配当金 16,082 15,387 
保険関連収入 9,856 16,083 
持分法による投資利益 － 44,178 
その他 28,244 25,992 
営業外収益合計 65,991 113,702 

営業外費用 
支払利息 224,292 186,541 
保険関連支出 697 － 
その他 5,213 8,141 
営業外費用合計 230,203 194,683 

経常利益 165,201 403,185 
特別利益 
固定資産売却益 376,461 1,460 
不動産売買契約違約金 256,000 55,132 
その他 － 616 
特別利益合計 632,461 57,208 

特別損失 
固定資産売却損 54,039 － 
固定資産除却損 26,177 6,224 
たな卸資産廃棄損 99,208 － 
たな卸資産評価損 － 22,687 
減損損失 1,212 114,932 
投資有価証券評価損 122,840 66,015 
割増退職金 5,605 10,784 
その他 16,858 10 
特別損失合計 325,942 220,655 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 471,720 239,739 
法人税、住民税及び事業税 53,154 46,666 
法人税等調整額 △122,915 △146,033 
法人税等合計 △69,760 △99,367 
少数株主利益 3,825 1,518 
当期純利益 537,655 337,588 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 
資本金 
前期末残高 1,751,500 1,751,500 
当期変動額 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,751,500 1,751,500 
資本剰余金 
前期末残高 1,126,182 869,602 
当期変動額 
欠損填補 △256,580 － 
当期変動額合計 △256,580 － 

当期末残高 869,602 869,602 
利益剰余金 
前期末残高 △232,768 733,427 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
欠損填補 256,580 － 
当期純利益 537,655 337,588 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
持分法の適用範囲の変動 － 29,789 
当期変動額合計 966,195 351,414 

当期末残高 733,427 1,084,841 
自己株式 
前期末残高 △2,877 △3,024 
当期変動額 
自己株式の取得 △147 △567 
当期変動額合計 △147 △567 

当期末残高 △3,024 △3,592 
株主資本合計 
前期末残高 2,642,037 3,351,505 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
当期純利益 537,655 337,588 
自己株式の取得 △147 △567 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
持分法の適用範囲の変動 － 29,789 
当期変動額合計 709,468 350,846 

当期末残高 3,351,505 3,702,352 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 311,149 86,702 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △224,447 △32,555 

当期変動額合計 △224,447 △32,555 
当期末残高 86,702 54,147 

土地再評価差額金 
前期末残高 1,586,100 1,414,139 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △171,960 － 

当期変動額合計 △171,960 － 
当期末残高 1,414,139 1,414,139 

為替換算調整勘定 
前期末残高 △831 △1,782 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △950 4,176 

当期変動額合計 △950 4,176 
当期末残高 △1,782 2,394 

評価・換算差額等合計 
前期末残高 1,896,418 1,499,060 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △397,358 △28,378 

当期変動額合計 △397,358 △28,378 
当期末残高 1,499,060 1,470,681 

少数株主持分 
前期末残高 23,309 24,709 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,399 1,518 
当期変動額合計 1,399 1,518 

当期末残高 24,709 26,227 

㈱佐藤渡辺（1807）　平成21年３月期決算短信

-13-



 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 
前期末残高 4,561,764 4,875,274 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
当期純利益 537,655 337,588 
自己株式の取得 △147 △567 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
持分法の適用範囲の変動 － 29,789 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △395,958 △26,859 
当期変動額合計 313,509 323,986 

当期末残高 4,875,274 5,199,261 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 471,720 239,739 
減価償却費 256,130 259,104 
減損損失 1,212 114,932 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 155,801 △10,738 
その他の引当金の増減額（△は減少） △68,621 60,199 
受取利息及び受取配当金 △27,891 △27,447 
支払利息 224,292 186,541 
持分法による投資損益（△は益） － △44,178 
その他の営業外損益（△は益） △32,189 △33,933 
有形固定資産売却損益（△は益） △376,461 △1,460 
有形固定資産除却損 80,216 6,224 
その他の特別損益（△は益） △111,625 21,051 
売上債権の増減額（△は増加） 4,103,142 △1,947,840 
たな卸資産の増減額（△は増加） △4,100,815 3,567,644 
仕入債務の増減額（△は減少） △856,753 △669,730 
未払消費税等の増減額（△は減少） △95,128 505,885 
小計 △376,970 2,225,994 
利息及び配当金の受取額 28,211 27,645 
利息の支払額 △226,741 △174,228 
法人税等の支払額 △52,986 △52,934 
その他 224,331 △234,583 
営業活動によるキャッシュ・フロー △404,154 1,791,893 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出 △104,989 △196,521 
有形固定資産の売却による収入 783,714 4,749 
無形固定資産の取得による支出 △8,690 △49,887 
投資有価証券の売却による収入 1,035 667 
関係会社出資金の払込による支出 △101,396 － 
貸付けによる支出 △129,891 △108,826 
貸付金の回収による収入 129,316 107,769 
その他 － 11,661 
投資活動によるキャッシュ・フロー 569,099 △230,387 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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） 785,502 △1,420,000 
長期借入れによる収入 10,000 15,000 
長期借入金の返済による支出 △756,970 △296,596 
リース債務の返済による支出 － △2,207 
社債の発行による収入 － 500,000 
社債の償還による支出 － △50,000 
自己株式の取得による支出 △147 △567 
配当金の支払額 △1 △15,756 
財務活動によるキャッシュ・フロー 38,383 △1,270,128 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △950 4,176 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,377 295,553 
現金及び現金同等物の期首残高 2,550,805 2,753,182 
現金及び現金同等物の期末残高 2,753,182 3,048,736 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ４社
  連結子会社の名称
  「第１ 企業の概況 ４ 関係会
社の状況」に記載しているため省
略しております。 
 

(1) 連結子会社の数   ４社
  連結子会社の名称
       同左

(2) 非連結子会社の名称等
  非連結子会社 
佐々幸建設（株）、ＳＷテクノ
（株） 
（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社は、小規模であり、
合計の総資産、売上高、当期純損
益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないためでありま
す。

(2) 非連結子会社の名称等
  非連結子会社 
佐々幸建設（株）、ＳＷテクノ
（株） 
（連結の範囲から除いた理由） 
      同左  

２ 持分法の適用に関する事
項    

(1) 持分法適用の非連結子会社又は関
連会社数      ― 社 
  
 
  
 
  
 
 

(2) 持分法を適用していない非連結子
会社（佐々幸建設（株）、ＳＷテ
クノ（株））及び関連会社（東舗
工業㈱、㈱サルビアアスコン、杭
州同舟瀝青有限公司）は、当期純
損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等から
みて、持分法の対象から除いても
連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要
性がないため持分法の適用範囲か
ら除外しております。

(1) 持分法適用の非連結子会社又は関
連会社数      １ 社 
当社が株式を所有しているあすか
創建㈱が自己株式を取得したこと
により、議決権の所有割合が20％
を超え重要性があることから、同
社に対する投資について、当連結
会計年度より持分法を適用してお
ります。

(2)      同左

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

連結子会社のうち佐東奥科貿有限公司
の決算日は、12月31日であります。 
連結財務諸表の作成に当たっては、同
決算日現在の財務諸表を使用しており
ます。ただし、１月１日から連結決算
日３月31日までの期間に発生した重要
な取引については、連結上必要な調整
を行っております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事
項

 (1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法

 ① 有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
    決算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)

    時価のないもの
    移動平均法に基づく原価法

 ① 有価証券
   その他有価証券
    時価のあるもの
      同左 

  
  
  
 

    時価のないもの
               同左

 ② たな卸資産
   未成工事支出金及び販売用不

動産……個別法に基づく原価
法 
材料貯蔵品……移動平均法に
基づく原価法

 ② たな卸資産
   未成工事支出金……個別法に

基づく原価法 
販売用不動産・・・・・個別
法に基づく原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算
定） 
材料貯蔵品……移動平均法に
基づく原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更）
   当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会
計基準第９号 平成18年７月５日公
表分）を適用しております。

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

 ① 有形固定資産……定率法
    ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設
備は除く)については、定額
法。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。

（会計方針の変更）
    当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正（（所得税法等の一部
を改正する法律 平成19年３月30日 
法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令  平成19年
３月30日 政令第83号））に伴い、
平成19年４月１日以降に取得したも
のについては、改正後の法人税法に
基づく方法に変更しております。 
なお、この変更に伴う損益に与える
影響は軽微であります。

 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
降取得した建物(建物附属設
備は除く)については、定額
法。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。

（追加情報）
有形固定資産の耐用年数の変更

   法人税法の改正（所得税法等の一
部を改正する法律 平成20年４月30
日 法律第23号）に伴い、法定耐用
年数及び資産区分が見直されまし
た。これにより、当社及び国内連結
子会社の機械装置については、当連
結会計年度より改正後の法人税法に
基づく耐用年数に変更を行っており
ます。 
 なお、この変更に伴う損益に与え
る影響は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ② 無形固定資産……定額法
    ただし、ソフトウェア(自社

利用分)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。

 ② 無形固定資産……定額法
同左

 ③   ───────  ③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法
によっております。 
 なお、リース取引会計基準の改
正適用初年度開始前の所有権移転
外ファイナンス・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。

 (3) 重要な引当金の計上基
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。

 ① 貸倒引当金
同左

 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、当連結会計期間
の完成工事に対する将来の見積
補償額に基づいて計上する方法
によっております。

 ② 完成工事補償引当金
同左

 ③ 工事損失引当金 
  受注工事の損失に備えるため、 
   手持工事のうち損失が確実視さ 
   れ、かつ、その金額を合理的に 
   見積もることができる工事につ 
   いては、翌連結会計年度以降の 
   工事損失見込額を計上しており  
  ます。

 ③ 工事損失引当金  
同左

 ④ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるた
め、支給見込額に基づき計上し
ております。なお、当連結会計
年度については、賞与が支給さ
れないこととなったため、引当
をしておりません。

 ④ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるた
め、支給見込額に基づき計上し
ております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ⑤ 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における
退職給付債務および年金資産の
見込額に基づき計上しておりま
す。

   数理計算上の差異は、各連結会
計年度の発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定率法によりそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度から
費用処理することとしておりま
す。

   過去勤務差異は、各連結会計年
度の発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10
年)による定額法によりそれぞ
れ発生した連結会計年度より費
用処理することとしておりま
す。

 ⑤ 退職給付引当金
同左

 (4) 重要な外貨建の資産又
は負債の本邦通貨への
換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場より円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債
は、連結決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘
定に含めて計上しております。

同左

 (5) 完成工事高の計上基準 
 

完成工事高は、工事完成基準によって
計上しております。

同左

 (6) 重要なリース取引の処
理方法

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・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。

───────

 (7) 重要なヘッジ会計の方
法

 ① ヘッジ会計の方法
   特例処理の要件をみたす金利ス

ワップについて特例処理を採用
しております。

 ① ヘッジ会計の方法
同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
    金利スワップにより、借入金の

金利変動リスクをヘッジしてお
ります。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

 ③ ヘッジ方針
   経理部が借入金の金利変動リス

クを回避する目的で一元管理し
ております。

 ③ ヘッジ方針
同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
   特例処理によっている金利スワ

ップについては有効性の評価を
省略しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (8) その他連結財務諸表作
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。

消費税等の会計処理
同左

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用してお
ります。

同左

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

該当事項はありません。 同左

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金(現金及び現金同等物)は、手許
現金、随時引き出し可能な預金(預入
日から１年以内に満期の到来する預金
を含む)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ヶ月以内
に償還期限の到来する短期投資からな
っております。

同左
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会計方針の変更 

 
  

  

  

表示方法の変更 

 
  

  

  

  

  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に関
する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を
省略しております。 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

───────
（リース取引に関する会計基準等） 
 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会
第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会
計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用して
おります。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引
き続き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。 
 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
 

───────
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い）
 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外
子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報
告第18号（平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な
修正を行ってております。 
 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表） 
 「破産更生債権等」については、資産の総額の100分
の１を超えたため、投資その他の資産の「その他」から
当連結会計年度より区分掲記しております。 
 なお、前連結会計年度の「破産更生債権等」は
230,995千円であります。

（連結貸借対照表） 
 前連結会計年度において独立掲記しておりました「長
期未払金」（当連結会計年度94,876千円）は、金額が僅
少となったため、当連結会計年度においては固定負債の
「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）
 前連結会計年度において独立掲記しておりました「保
険関連支出」（当連結会計年度2,231千円）は、金額が
僅少となったため、当連結会計年度においては営業外費
用の「その他」に含めて表示しております。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(開示の省略) 
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前連結会計年度及び当連結会計年度については、建設事業の単一セグメントのため記載しておりませ

ん。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、本邦の売上高がいずれも全セグメントの売上高の合計

に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記載を省略しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外

売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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   (注) 算定上の基礎 
  

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

２ １株当たり当期純利益 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 303.84円

 
１株当たり純資産額 324.15円

 
１株当たり当期純利益金額 33.68円

 
１株当たり当期純利益金額 21.15円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目 前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) 4,875,274 5,199,261

普通株式に係る純資産額(千円) 4,850,565 5,173,033

差額の内訳（千円）

 少数株主持分

 

24,709

 

26,227

普通株式の発行済株式数(千株) 15,978 15,978

普通株式の自己株式数(千株) 14 19

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) 15,964 15,958

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(千円) 537,655 337,588

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) 537,655 337,588

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,964 15,960
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  前連結会計年度 

       該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度 

       該当事項はありません。 

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、スト
ック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が
大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 
(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 
流動資産 
現金預金 2,664,963 2,888,820 
受取手形 2,285,951 1,976,384 
完成工事未収入金 8,660,782 9,850,190 
売掛金 1,575,915 1,823,303 
未成工事支出金 6,427,120 2,894,594 
販売用不動産 7,212 13,400 
材料貯蔵品 232,791 213,714 
短期貸付金 17,229 23,354 
未収消費税等 123,178 － 
共同企業体負担金 28,194 － 
前払費用 133,693 114,135 
繰延税金資産 － 64,325 
従業員に対する短期貸付金 42,649 47,539 
その他 19,704 141,799 
貸倒引当金 △246,633 △274,737 
流動資産合計 21,972,752 19,776,825 

固定資産 
有形固定資産 
建物 4,541,621 4,539,793 
減価償却累計額 △3,182,638 △3,250,528 
建物（純額） 1,358,983 1,289,265 

構築物 1,422,931 1,440,415 
減価償却累計額 △1,151,170 △1,175,540 
構築物（純額） 271,760 264,874 

機械及び装置 7,572,762 7,613,604 
減価償却累計額 △7,005,915 △7,023,613 
機械及び装置（純額） 566,847 589,991 

車両運搬具 6,559 6,559 
減価償却累計額 △6,076 △6,231 
車両運搬具（純額） 482 327 

工具、器具及び備品 601,597 598,796 
減価償却累計額 △554,349 △550,727 
工具、器具及び備品（純額） 47,247 48,068 

土地 6,030,528 5,915,595 
リース資産 － 4,320 
減価償却累計額 － △120 
リース資産（純額） － 4,200 

建設仮勘定 － 12,600 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

有形固定資産合計 8,275,850 8,124,921 
無形固定資産 
ソフトウエア 23,183 19,755 
電話加入権 31,556 31,556 
施設利用権 1,816 1,224 
特許実施権 － 33,333 
無形固定資産合計 56,555 85,869 

投資その他の資産 
投資有価証券 770,425 497,104 
関係会社株式 139,391 295,017 
出資金 4,110 4,110 
関係会社出資金 140,638 167,185 
長期貸付金 2,094 － 
関係会社長期貸付金 14,280 13,020 
従業員に対する長期貸付金 98,758 97,841 
破産更生債権等 339,707 291,016 
その他 198,067 179,082 
貸倒引当金 △354,724 △306,251 
投資損失引当金 △82,700 △82,700 
投資その他の資産合計 1,270,049 1,155,426 

固定資産合計 9,602,455 9,366,219 
繰延資産 
社債発行費 － 15,209 
繰延資産合計 － 15,209 

資産合計 31,575,208 29,158,254 
負債の部 
流動負債 
支払手形 5,040,038 5,701,743 
工事未払金 5,819,727 4,448,105 
短期借入金 7,620,000 6,200,000 
1年内償還予定の社債 － 100,000 
1年内返済予定の長期借入金 280,000 240,000 
リース債務 － 1,512 
未払金 154,853 74,539 
未払費用 72,490 68,690 
未払法人税等 68,018 57,545 
未払消費税等 － 374,065 
未成工事受入金 2,623,156 1,828,640 
預り金 258,066 103,986 
賞与引当金 － 106,000 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

完成工事補償引当金 24,200 23,600 
工事損失引当金 48,270 8,550 
設備関係支払手形 23,324 38,320 
流動負債合計 22,032,144 19,375,299 

固定負債 
社債 － 350,000 
長期借入金 540,000 300,000 
長期未払金 102,892 94,876 
リース債務 － 2,898 
繰延税金負債 138,685 36,251 
再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441 
退職給付引当金 2,791,953 2,784,064 
固定負債合計 4,743,973 4,738,531 

負債合計 26,776,117 24,113,831 
純資産の部 
株主資本 
資本金 1,751,500 1,751,500 
資本剰余金 
資本準備金 600,000 600,000 
その他資本剰余金 269,602 269,602 
資本剰余金合計 869,602 869,602 

利益剰余金 
その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 680,170 958,722 

利益剰余金合計 680,170 958,722 
自己株式 △3,024 △3,592 
株主資本合計 3,298,248 3,576,232 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 86,702 54,051 
土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139 
評価・換算差額等合計 1,500,842 1,468,190 

純資産合計 4,799,090 5,044,423 
負債純資産合計 31,575,208 29,158,254 

㈱佐藤渡辺（1807）　平成21年３月期決算短信

-29-



  

(2)【損益計算書】 
(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 
完成工事高 32,039,920 35,190,188 
製品売上高 5,157,783 5,488,322 
売上高合計 37,197,703 40,678,511 

売上原価 
完成工事原価 29,881,667 33,480,314 
製品売上原価 4,736,993 4,667,561 
売上原価合計 34,618,660 38,147,875 

売上総利益 
完成工事総利益 2,158,253 1,709,874 
製品売上総利益 420,789 820,761 
売上総利益合計 2,579,043 2,530,635 

販売費及び一般管理費 
役員報酬 101,293 79,773 
従業員給料手当 940,225 934,616 
賞与引当金繰入額 － 30,538 
退職給付引当金繰入額 79,611 70,138 
法定福利費 140,227 136,223 
福利厚生費 22,323 20,582 
修繕維持費 7,536 11,218 
事務用品費 90,503 97,877 
通信交通費 171,964 131,565 
動力用水光熱費 18,287 18,644 
研究開発費 35,777 29,459 
広告宣伝費 6,111 5,223 
貸倒引当金繰入額 273,014 145,829 
交際費 17,000 16,452 
寄付金 884 1,471 
地代家賃 43,133 36,945 
減価償却費 51,979 44,296 
租税公課 72,826 70,903 
保険料 31,135 28,320 
雑費 131,805 144,069 
販売費及び一般管理費合計 2,235,641 2,054,152 

営業利益 343,401 476,483 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外収益 
受取利息 11,807 12,731 
受取配当金 16,080 15,386 
保険関連収入 6,632 15,995 
受取賃貸料 4,116 3,965 
その他 20,854 20,774 
営業外収益合計 59,491 68,853 

営業外費用 
支払利息 220,188 183,173 
保険関連支出 697 － 
その他 4,973 6,971 
営業外費用合計 225,858 190,145 

経常利益 177,034 355,190 
特別利益 
固定資産売却益 375,842 1,460 
不動産売買契約違約金 256,000 55,132 
その他 － 616 
特別利益合計 631,842 57,208 

特別損失 
固定資産売却損 55,094 － 
固定資産除却損 26,177 6,224 
たな卸資産廃棄損 122,658 － 
たな卸資産評価損 － 22,687 
減損損失 1,212 114,932 
投資有価証券評価損 122,840 66,015 
割増退職金 5,605 10,784 
投資損失引当金繰入額 16,491 － 
その他 16,858 10 
特別損失合計 366,940 220,655 

税引前当期純利益 441,936 191,744 
法人税、住民税及び事業税 50,290 45,437 
法人税等調整額 △116,563 △148,209 
法人税等合計 △66,273 △102,771 
当期純利益 508,209 294,515 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 
資本金 
前期末残高 1,751,500 1,751,500 
当期変動額 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,751,500 1,751,500 
資本剰余金 
資本準備金 
前期末残高 600,000 600,000 
当期変動額 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 600,000 600,000 
その他資本剰余金 
前期末残高 526,182 269,602 
当期変動額 
欠損填補 △256,580 － 
当期変動額合計 △256,580 － 

当期末残高 269,602 269,602 
資本剰余金合計 
前期末残高 1,126,182 869,602 
当期変動額 
欠損填補 △256,580 － 
当期変動額合計 △256,580 － 

当期末残高 869,602 869,602 
利益剰余金 
その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 
前期末残高 △256,580 680,170 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
欠損填補 256,580 － 
当期純利益 508,209 294,515 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
当期変動額合計 936,750 278,551 

当期末残高 680,170 958,722 
利益剰余金合計 
前期末残高 △256,580 680,170 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
欠損填補 256,580 － 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益 508,209 294,515 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
当期変動額合計 936,750 278,551 

当期末残高 680,170 958,722 
自己株式 
前期末残高 △2,877 △3,024 
当期変動額 
自己株式の取得 △147 △567 
当期変動額合計 △147 △567 

当期末残高 △3,024 △3,592 
株主資本合計 
前期末残高 2,618,225 3,298,248 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
当期純利益 508,209 294,515 
自己株式の取得 △147 △567 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
当期変動額合計 680,023 277,984 

当期末残高 3,298,248 3,576,232 
評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 311,149 86,702 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △224,447 △32,651 
当期変動額合計 △224,447 △32,651 

当期末残高 86,702 54,051 
土地再評価差額金 
前期末残高 1,586,100 1,414,139 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △171,960 － 
当期変動額合計 △171,960 － 

当期末残高 1,414,139 1,414,139 
評価・換算差額等合計 
前期末残高 1,897,249 1,500,842 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,407 △32,651 
当期変動額合計 △396,407 △32,651 

当期末残高 1,500,842 1,468,190 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 
前期末残高 4,515,475 4,799,090 
当期変動額 
剰余金の配当 － △15,964 
当期純利益 508,209 294,515 
自己株式の取得 △147 △567 
土地再評価差額金の取崩 171,960 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396,407 △32,651 
当期変動額合計 283,615 245,332 

当期末残高 4,799,090 5,044,423 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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①新任代表取締役候補者 
  代表取締役 常務執行役員管理本部長 角谷 正人（現 取締役執行役員管理本部長） 
  代表取締役 常務執行役員事業本部長 瀬川 美春（現 取締役執行役員事業本部長） 
  
  ②退任予定代表取締役 
  代表取締役 専務執行役員 磯ヶ谷 正賢 
  
 ③新任取締役候補者 
  取締役 執行役員施設工事支店長 加藤 幸夫（現 執行役員施設工事支店長） 
    
 ④退任予定取締役 
  取締役会長 中垣 光弘 
  
 ⑤新任常勤監査役候補者 
  常勤監査役 川村 知義（現 管理本部長付部長） 
  
 ⑥退任予定常勤監査役 
  常務監査役 柿沼 秀信 

  

<<取締役>>  
   代表取締役社長 渡邉 忠泰   
   代表取締役     角谷 正人 （常務執行役員管理本部長） 
   代表取締役   瀬川 美春 （常務執行役員事業本部長） 
   取 締 役   加藤 幸夫 （執行役員施設工事支店長） 
  
<<監査役>>  
   常勤監査役     川村 知義  
   監  査  役     小出 尋常 （社外監査役）  
   監  査  役     石原 延貢 （社外監査役）  
  
<<執行役員>>  
   社長執行役員  渡邉 忠泰 
   常務執行役員  角谷 正人 （管理本部長） 
   常務執行役員  瀬川 美春 （事業本部長） 
   常務執行役員  新井 憲昭 （西日本支店長）  
   執 行 役 員    小山内徳雄  （事業本部長付部長） 
    執 行 役 員    三村 耕平 （事業本部副本部長）  
   執 行 役 員    齋藤 文明 （管理本部経理部長）  
   執 行 役 員    青木  勇 （事業本部長付部長）  
   執 行 役 員    藤井 尚之 （中部支店長）  
   執 行 役 員    加藤 幸夫 （施設工事支店長）  
   執 行 役 員  高橋  茂 （東北支店長兼工事部長） 
   執 行 役 員  鈴木  博 （関東支店長） 
   執 行 役 員    上河  忍 （事業本部製品部長兼製品課長） 
      執 行 役 員    江村  覚 （事業本部営業統括部長） 

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月26日付）

(2) 役員の一覧（６月26日の定時株主総会及び取締役会終了時の予定）
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                                 （単位：百万円） 

 
  

(3) 部門別受注・売上高・繰越高明細（参考）

前事業年度 当事業年度
 (自 平成19年４月１日  (自 平成20年４月１日 比較増減
  至 平成20年３月31日)   至 平成21年３月31日)
金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

舗装工事 11,738 93.3 15,025 97.5 3,287

工事部門 土木工事等 838 6.7 377 2.5 △460

前期繰越高 計 12,576 100.0 15,403 100.0 2,826

製品等販売部門 ─ ─ ─ ─ ─

      
合 計 12,576 100.0 15,403 100.0 2,826

舗装工事 33,026 82.5 27,021 79.9 △6,005

工事部門 土木工事等 1,840 4.6 1,312 3.9 △527

受 注 高 計 34,866 87.1 28,334 83.8 △6,532

製品等販売部門 5,157 12.9 5,488 16.2 330

      
合 計 40,024 100.0 33,822 100.0 △6,201

舗装工事 29,739 79.9 33,926 83.4 4,187

工事部門 土木工事等 2,300 6.2 1,263 3.1 △1,037

売 上 高 計 32,039 86.1 35,190 86.5 3,150

製品等販売部門 5,157 13.9 5,488 13.5 330

      
合 計 37,197 100.0 40,678 100.0 3,480

舗装工事 15,025 97.5 8,120 95.0 △6,905

工事部門 土木工事等 377 2.5 427 5.0 49

次期繰越高 計 15,403 100.0 8,547 100.0 △6,855

製品等販売部門 ─ ─ ─ ─ ─

      
合 計 15,403 100.0 8,547 100.0 △6,855
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