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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 154,049 1.1 696 △34.6 751 △18.6

17年3月期 152,356 △5.6 1,064 △53.8 923 △48.9

 当期純利益
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

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 △2,752 － △85 41 － － △9.0 0.6 0.5

17年3月期 △1,408 － △44 20 － － △4.2 0.7 0.6

(注) ①持分法投資損益 18年3月期 46百万円 17年3月期 △29百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年3月期 32,407,082株 17年3月期 32,408,436株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 124,340 29,248 23.5 732 57

17年3月期 121,831 31,597 25.9 791 17

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年3月期 39,906,023株 17年3月期 39,907,787株

  （普通株式 32,406,023株） （普通株式 32,407,787株）

  （第一種後配株式  7,500,000株） （第一種後配株式  7,500,000株）

(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

18年3月期 △3,514 80 △1,106 14,481

17年3月期 1,589 109 △660 19,012

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 13社　持分法適用非連結子会社数 0社　持分法適用関連会社数 4社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社　（除外） 0社　持分法（新規） 0社　（除外） 0社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 58,000  △1,900  △1,800  

通　期 148,000  1,400  400  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 12円34銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社１３社、関連会社５社及びその他の関係会社１社で構成され、建設事業を主な事業の

内容としております。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

　なお当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

建設事業　　　　　当社はプレストレスト・コンクリート工事、その他一般土木建築工事の施工及びＰＣ製品等の製造

販売を営んでおります。

　また、連結子会社であるＰＳＭコンストラクションＵＳＡ㈱は、プレストレスト・コンクリート工

事の施工管理等を行っております。㈱ニューテックは土木建築構造物の補修工事の請負等、㈱茨城

ピー・エス及び㈱宮崎ピー・エスは工場製品の製作請負等、㈱ピーエス機工及びハイアックケーソン

㈱は土木建築工事用機器の管理運用等、康和建設㈱は舗装工事の請負等、菱建基礎㈱及び㈱ヤマハ化

工大阪は土木建築構造物の基礎工事の請負等及び新栄エンジニアリング㈱は土木建築工事の施工管理

等を行っております。また、当社が施工するにあたり、施工の一部を各社に発注しております。

　持分法適用関連会社であるエー・エム・エンジニアリング㈱は土木建築資材の販売を営んでおり、

タイ菱和建設㈱は土木建築工事の施工管理等を行っております。

　その他の関係会社である三菱マテリアル㈱より資材等を購入しております。また、三菱マテリアル

㈱からは工事の一部を受注しております。

製造事業　　　　　連結子会社である㈱秦野製作所は建設工事用資材を製作販売しており、㈱コンポニンド・ベトンジャ

ヤ及び関連会社であるＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコンクリート合弁会社はコンクリート製品の

製造販売を営んでおります。

その他の事業　　　当社は不動産の販売・賃貸及び仲介を営んでおります。また連結子会社である菱建商事㈱は損害保

険代理業及び不動産事業等、持分法適用関連会社である㈱ピーシー建築技術研究所は免震建築構造物

の技術開発やコンサルティングを営んでおります。

　以上について事業系統図を示すと次のとおりであります。

連結子会社 連結子会社
㈱ ニ ュ ー テ ッ ク ㈱ 秦 野 製 作 所
㈱ 茨 城 ピ ー ・ エ ス ㈱ コ ン ポ ニ ン ド ・ ベ ト ン ジ ャ ヤ
㈱ 宮 崎 ピ ー ・ エ ス 持分法適用関連会社 連結子会社
㈱ ピ ー エ ス 機 工 ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコンクリート合弁会社 菱 建 商 事 ㈱
康 和 建 設 ㈱ 持分法適用関連会社
菱 建 基 礎 ㈱ ㈱ピーシー建築技術研究所
新 栄 エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱ 持分法非適用関連会社
ハ イ ア ッ ク ケ ー ソ ン ㈱ ㈱東亜技術コンサルタン ト
㈱ ヤ マ ハ 化 工 大 阪
ＰＳＭコンストラクションＵＳＡ㈱

持分法適用関連会社
エー・エム・エンジニアリング㈱
タ イ 菱 和 建 設 ㈱

その他の関係会社
三 菱 マ テ リ ア ル ㈱

得　　　　　　　　　　意　　　　　　　　　　先

その他の事業

製造事業建設事業

当　　　　　　　　　　　　　　　社

その他の事業建　　　　設　　　　事　　　　業

工
事
施
工
・
資
材
販
売
・
機
器
賃
貸

保
険
・
不
動
産
管
理
・
設
計
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管
理
・
設
計

工
事
施
工

製
品
販
売

工
事
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関係会社の一部は複数の事業を行っており、上記区分は代表的な事業内容により記載しております。
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２．経営方針
(1) 経営の基本方針

　当社グループは、「人と自然が調和する豊かな環境づくりに貢献する」ことを基本理念に掲げ、社会基盤、産業基

盤などの社会資本の形成に貢献しております。また、地球環境保全のため公害防止と自然保護に積極的に取り組むと

ともに、常に新しい技術開発にチャレンジし、建設事業を通じて安全で高品質な建設生産物を供給し、お客様に満足

をいただける優れた成果を実現することに加えて、社会的責任（ＣＳＲ）を履行することでステ－クホルダ－の信頼

と期待に応えていくことを経営の基本方針としております。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は株主に対する配当政策を最重要課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を実施していくことを

基本方針とし、その上で業績及び経営環境等を総合的に勘案して配当を決定しております。

　当期の配当金につきましては、中間配当は普通株式１株当たり５円にて実施し、期末配当についても普通株式１株

当たり５円とし、年間で普通株式１株当たり１０円とさせていただく予定であります。

　また、内部留保につきましては、企業価値の最大化へ向け、プレストレスト・コンクリ－ト（ＰＣ）技術を応用し

た新工法・新技術の研究開発、工場の再構築、情報関連投資等に活用して、経営基盤の強化を図るとともに、当社グ

ル－プの今後の事業展開及び企業競争力の強化に努めていく所存であります。

(3) 中期的な経営戦略並びに目標とする経営指標

  当社グループは、プレストレスト・コンクリート（ＰＣ）技術を核とした土木・建築のバランスのとれた総合建設

業グループとして新技術の開発に努めるとともに、新しい事業分野の開拓に注力し、経営基盤を更に強固なものとし

　てまいります。

　中期的な経営戦略としては、以下のとおりです。

①規模の拡大より質的充実

  民間建設投資は好調とはいえ、公共投資の縮小が続く環境下において安定した収益基盤の確立を図るため、工事収

益率の改善や販管費の削減・組織の効率化、適正化等一層進めてまいります。特に、「現場が全ての基本」であるこ

とから、関係部署一体の体制強化により安全、品質の確保と創意工夫について取り組んでおります。

②土木の受注維持と建築の選別受注

・土木部門

　・ＰＣ橋梁工事の安定受注

　　　複合・合成構造橋梁の積極的な推進

　　　海外受注の拡大

　・ＰＣ技術を活用した一般土木工事の受注拡大

　　　Ｈ型ＰＣ杭、ＰＣウエル、圧入ケーソン技術のＰＲとこれらの技術を活かした都市土木部門への受注拡大

　・基礎、下水、環境関連工事の受注拡大

　・メンテナンス部門の受注強化

　　　ＰＣコンファインド工法の水中施工

　・品確法、総合評価入札方式に対応した受注体制の確立

　・大型プロジェクトへの参加

・建築部門

　・利益率の向上を伴う受注量の維持（不採算工事受注をなくす）

　・プレキャスト・プレストレストコンクリート（ＰＣａＰＣ）技術の差別化による優位受注

　　　大型高層集合住宅、大型物流施設の受注を目指す

　・官公庁、民間好採算物件の受注拡大

　・耐震補強、リニューアル工事の受注拡大

　　　ＰＣａＰＣフレーム外付け耐震補強工法を軸としたリニューアル事業の強化

・工場部門

　・全国に１０工場展開のプレストレスト・コンクリート、プレキャスト製品部材工場の効率運営を図るため地域的

　　に４ブロック化を図り、各ブロックでの生産性とコストの縮減に取り組む
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③教育研修システムの推進

・技術の伝承

　　創業以来の技術の蓄積をいかに保持し、他社に対していかにして技術的な差別化を図るかが重要であり、長期的

　　視点に立った若手社員の育成のために研修を実施しております。

・技術提案型営業マンの育成

　　技術と営業が高いレベルで支えあう営工一体の企業活動が重要であり、発注者のニーズにタイムリーに多様な対

　　応が出来る「技術提案型営業マンの育成教育研修」を実施、営工一体を一層推し進めております。

④ＣＳＲ経営

　当社グループのすべての役員・従業員が「経営理念と行動指針」を遵守、実践して企業倫理の確立に取り組み、公

　正な企業活動を通じて社会に貢献するとともに創造的で清新な企業風土を築くことを目的としてＣＳＲ体制構築に

　向けて検討を重ねております。

　

　以上のような取り組みを実施し、中期的な経営目標としてＲＯＡ（当期純利益／期末総資産）1.5％を目指してま

いります。　　　　　　　

(4) 会社の対処すべき課題

　建設業を取り巻く環境は、景気回復による民間設備投資の好調はあるものの当社の基盤である公共投資が年々減少

していく中で市場は狭まる一方であり、加えて公共工事の入札制度改革、あるいは品確法（公共工事の品質確保の促

進に関する法律）の施行によって従来の価格競争から価格と品質での総合評価への転換が進行中であり、大きな転換

期を迎えております。

　また、会社法の制定、独占禁止法の改正等にみられるとおり、企業行動の透明性を高めるよう求められており、社

会貢献も不可欠な経営環境となっております。

　このような背景の中で、平成１７年度は減損会計への対応や市場の縮小と競争激化に伴う受注単価の低下という悪

条件により利益の確保につきましては、目標を下回る結果となりました。

　平成１８年度につきましては、利益の確保が不可欠であり目標の達成に向けて、中期戦略に沿った次の４点に重点

をおいて取り組んでまいります。

①営業力の強化と技術力の強化

　絶えずお客様のニーズを把握し、スピーディーにアイデア、技術提案のできる情報収集が重要であり、一般競争入

　札のウエイトが高まる中、高品質なものをスピーディーに、リーズナブルな価格で提供できるかどうかがポイント

　だと考えます。また技術力の強化については、当社固有のプレストレスト・コンクリート技術を核にして、他社に

　負けない技術の維持、向上を図るため研鑽に努めてまいります。

②継続的利益の確保

　当社グループは、グループ一丸となって企業体質をより一層強固なものとするため、組織、業務のあらゆる面での

　見直しを行い効率化を目指すとともに、徹底したコスト削減を実現してまいります。

③ＣＳＲに取り組む姿勢

　株主、お客様、従業員、サプライヤー、地域社会等、ステークホルダーの満足を得るために、経営トップをはじめ

　事業活動に携わる一人ひとりが自分の業務と社会との関係に強い関心を持って、公明正大の精神を基本に、社会と

　のコミュニケーションの促進を図ってまいります。

④安全意識の徹底

　労働災害の撲滅のため、作業指示、作業マニュアルに従った職場での地道なコンプライアンス活動を徹底、無事故

　・無災害を目指してまいります。

 

(5）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況」につきましては、平成１８年３月

　１日よりコーポレート・ガバナンスに関する報告書の提出及び開示が制度化されたことに伴い、記載を省略させて

　いただいております。
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(6）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

親会社等 属　　性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

三菱マテリアル株式会社

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

41.47

(1.45)

株式会社東京証券取引所

市場第一部

株式会社大阪証券取引所

市場第一部

（注）１．親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

２．当社は三菱マテリアル株式会社の株式を1,000,000株所有しておりますが、商法第241条第３項に規定さ

れておりますとおり、相互保有の関係上、議決権を有しません。

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は現在、三菱マテリアル株式会社の持分法適用会社という位置付けにあります。

　当社は三菱マテリアルグループの一員として、親会社等および同社のグループ会社との間で、経営情報の交換、

研究開発の協力、人材の交流等を行っております。

　当社の事業活動にあたっては、当社役員の経営判断のもと、独自に意思決定を行っており親会社等からの独立性

は十分に確保できていると考えております。

③親会社等との取引に関する事項

　連結財務諸表に係る注記「関連当事者との取引」に記載しております。

(7）その他

①当社は、当社を代表者とする共同企業体が過去に施工した建物の瑕疵を原因として、発注者より中央建設工事紛争

審査会に補修費用等の支払いを求める仲裁の申立を受け、現在仲裁審理中であります。

②当社は、国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンクリート

による橋梁の新設工事の入札に関し、平成16年10月15日付で公正取引委員会から、他建設会社22社とともに、独占

禁止法の定めに基づく排除勧告を受けました。同排除勧告については、当社ほか全社が不応諾として現在、公正取

引委員会において審判中であります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①当連結会計年度の業績全般の状況

売上高　　　　　　　　　  154,049百万円

経常利益　　　　　　　　　　  751百万円

当期純損失　　　　　　 △   2,752百万円

総資産額　　　　 　　　　 124,340百万円

純資産額　　 　　　　　　　29,248百万円

株主資本比率 　　　　　　　　　　23.5％

１株当たり純資産額 　　　　　  732.57円

　当連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善から設備投資の増加、雇用情勢の改善等による個人消費も

穏やかに増加していると見られるなど、景気はようやくデフレからの脱却への展望が開けようとしております。

　しかしながら、建設業界におきましては、国並びに地方自治体の財政状態は相変わらず厳しく、また民間建設投資

についても明るさは見られるものの競争激化や資材価格の高騰等経営上の課題は多く、業界全体としては厳しい経営

環境が続いております。

　このような状況のなかで、当社グループの業績は、売上高1,540億49百万円（前連結会計期間1,523億56百万円）と

なりました。

　損益の状況につきましては、省力化・合理化による原価低減と経費の節減に懸命の努力を重ねましたが競争激化に

伴う受注単価の下落の影響を受け、経常利益は7億51万円と（前連結会計期間9億23万円）減益とならざるを得ません

でした。

　当期純損益につきましては、工場等の減損損失、退職特別加算金等の特別損失26億14百万円を計上して27億52百万

円の損失となりました。

なお、個別の業績は、   売 上 高 1,441億24百万円  　営業利益   5億46百万円

                       経常利益     6億56百万円  　当期純損失27億51百万円　であります。

②次期の見通し

　今後の国内経済は、引き続き景気回復の持続が見込まれておりますが、原油価格の上昇や金利の動向、地域紛争等

の不確定な要因も少なくないため、先行きについては不透明であると思われます。

  建設業界においても、国ならびに地方自治体の財政状態は依然として厳しく、今後も公共事業費の発注量の減少傾

向は続く状況に変わりはないものと考えられます。

　また、民間建設投資につきましても当社グループ建築部門の主力である住宅投資は横ばいの見通しであり、縮小す

る建設市場において、まさに二極化による企業淘汰の流れのなか熾烈な競争状況が続くと思われます。

　このような状況下、当社グループは、経営方針の中で述べましたとおり、ＰＣ技術の新分野への参入等を強力に推

し進め、目標達成に向けて全力を傾注してまいります。

　連結業績予想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成１９年３月期見通し 148,000 1,500 1,400 400

平成１８年３月期実績 154,049 696 751 △2,752

　　なお、個別の業績見通しは、

　　　　　　　　　　　売 上 高  1,390億円　　営業利益 　15億円

　　　　　　　　　　　経常利益 　　14億円　　当期純利益　4億円　であります。
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(2）財政状態

・当期のキャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロ－）

営業活動の結果、支出した資金は 35億14百万円となりました。これは主に売上債権の増加及び仕入債務の増

加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

投資活動の結果、資金は 80百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の売却・取得によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

財務活動の結果、支出した資金は 11億6百万円となりました。これは主に長期借入金の返済によるものであ

ります。

以上により、当連結会計年度における現金及び現金同等物は 45億31百万円減少し、期末残高は 144億81百万円と

なりました。

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

  株主資本比率（％） 39.2 25.4 27.8 25.9 23.5

  時価ベースの株主資本比率（％） 14.2 12.1 15.4 15.1 15.8

  債務償還年数（年） 3.3 2.5 7.3 12.0 －

  インタレスト・カバレッジ・ レシオ 34.3 39.5 11.1 12.8 －

（注）株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。

※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。

※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。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。また、利払いにつきましては、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。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

現金及び預金 19,022 14,491 △4,531

受取手形・完成工事未収入金等 43,571 56,442 12,871

有価証券 ※４ 17 － △17

未成工事支出金 20,335 18,813 △1,521

その他たな卸資産 2,180 2,024 △155

繰延税金資産 484 743 258

未収入金 5,859 5,595 △263

その他 1,347 1,003 △343

貸倒引当金 △199 △231 △32

流動資産合計 92,618 76.0 98,883 79.5 6,264

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

建物・構築物 10,149 9,005 △1,144

機械・運搬具・工具器具備品 12,801 12,511 △290

土地 ※２ 11,939 10,964 △975

建設仮勘定 20 25 4

減価償却累計額 △15,369 △16,092 △723

有形固定資産合計 19,542 16.0 16,413 13.2 △3,128

２．無形固定資産 101 0.1 99 0.1 △2

３．投資その他の資産  

投資有価証券 ※１ 2,783 4,067 1,284

長期貸付金 173 156 △17

破産債権、更生債権等 3,323 3,254 △68

繰延税金資産 4,483 2,737 △1,746

その他 ※１ 2,064 1,959 △105

貸倒引当金 △3,260 △3,230 29

投資その他の資産合計 9,567 7.9 8,943 7.2 △624

固定資産合計 29,212 24.0 25,456 20.5 △3,755

資産合計 121,831 100.0 124,340 100.0 2,509
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

支払手形・工事未払金等 41,500 47,265 5,764

短期借入金 18,601 18,204 △396

未払法人税等 275 190 △85

未成工事受入金 15,771 15,685 △86

賞与引当金 456 383 △72

完成工事補償引当金 138 128 △9

工事損失引当金 234 320 85

その他 2,451 3,792 1,340

流動負債合計 79,430 65.2 85,970 69.1 6,540

Ⅱ　固定負債  

長期借入金 470 102 △368

退職給付引当金 7,018 6,166 △852

役員退職慰労引当金 681 478 △203

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 2,501 2,294 △206

その他 70 24 △45

固定負債合計 10,741 8.8 9,065 7.3 △1,675

負債合計 90,171 74.0 95,036 76.4 4,864

（少数株主持分）  

少数株主持分 62 0.1 55 0.0 △6

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※７ 4,218 3.5 4,218 3.4 －

Ⅱ　資本剰余金 8,780 7.2 8,780 7.0 0

Ⅲ　利益剰余金 19,004 15.6 15,391 12.3 △3,613

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２ △308 △0.3 204 0.2 512

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 103 0.1 852 0.7 748

Ⅵ　為替換算調整勘定 △144 △0.1 △140 △0.1 3

Ⅶ　自己株式 ※８ △57 △0.1 △58 △0.0 0

資本合計 31,597 25.9 29,248 23.5 △2,348

負債、少数株主持分及び資本合計 121,831 100.0 124,340 100.0 2,509
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高  

完成工事高 152,356 100.0 154,049 100.0 1,693

Ⅱ　売上原価  

完成工事原価 137,988 90.6 141,329 91.7 3,341

売上総利益  

完成工事総利益 14,368 9.4 12,719 8.3 △1,648

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

13,303 8.7 12,022 7.8 △1,280

営業利益 1,064 0.7 696 0.5 △368

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 21 22  

受取配当金 24 27  

持分法による投資利益 － 46  

為替差益 － 57  

貸与料収入 36 23  

受取特許料 15 1  

還付加算金 29 0  

その他 101 229 0.1 101 279 0.2 50

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 133 113  

持分法による投資損失 29 －  

貸倒引当金繰入額 － 14  

支払保証料 53 52  

その他 154 370 0.2 44 224 0.2 △146

経常利益 923 0.6 751 0.5 △171

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 ※３ 15 5  

貸倒引当金戻入益 － 36  

信託受益権売却益 － 65  

投資有価証券売却益 354 －  

その他 5 375 0.3 12 120 0.1 △255

Ⅶ　特別損失  

固定資産売却損 ※４ － 14  

固定資産除却損 ※５ 14 4  

減損損失 ※６ － 2,332  

退職特別加算金 397 187  

貸倒引当金繰入額 552 34  

ゴルフ会員権評価損 15 8  

投資有価証券評価損 205 17  

販売用不動産評価損 525 －  

その他 352 2,063 1.4 15 2,614 1.7 550

税金等調整前当期純損失 764 0.5 1,742 1.1 △977

法人税、住民税及び事業税 202 236  

法人税等調整額 425 628 0.4 768 1,004 0.7 376

少数株主利益（控除） 16 0.0 5 0.0 △10

当期純損失 1,408 0.9 2,752 1.8 △1,344
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 8,780 8,780 0

Ⅱ　資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 0 0 0 0 0

Ⅲ　資本剰余金期末残高 8,780 8,780 0

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 19,987 19,004 △982

Ⅱ　利益剰余金増加高  

土地再評価差額金取崩額 799 799 － － △799

Ⅲ　利益剰余金減少高  

株主配当金 324 324  

役員賞与金 50 24  

土地再評価差額金取崩額 － 512  

当期純損失 1,408 1,782 2,752 3,613 1,830

Ⅳ　利益剰余金期末残高 19,004 15,391 △3,613
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △764 △1,742

減価償却費 1,098 835

連結調整勘定償却額 70 △6

持分法による投資損失・利益（△） 29 △46

減損損失 － 2,332

投資有価証券評価損 205 17

ゴルフ会員権評価損 15 8

販売用不動産評価損 525 －

退職特別加算金 397 187

退職給付引当金の減少額 △810 △853

役員退職慰労引当金の減少（△）・増加額 120 △203

完成工事補償引当金の減少額 △23 △9

工事損失引当金の増加額 234 85

賞与引当金の減少額 △31 △72

貸倒引当金の増加額 270 2

受取利息及び受取配当金 △46 △50

支払利息 133 113

為替差損益 33 △27

固定資産除売却損益 △311 △48

売上債権の増加（△）・減少額 1,822 △12,841

たな卸資産の増加（△）・減少額 △1,569 1,694

その他資産の減少額 1,976 704

仕入債務の増加・減少（△）額 △2,264 6,056

未成工事受入金の増加・減少（△）額 1,349 △86

その他負債の増加・減少（△）額 △307 1,194

役員賞与の支払額 △50 △24

小計 2,103 △2,777
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 47 46

利息の支払額 △124 △110

工場跡地整理損の支払額 △101 －

退職特別加算金の支払額 △130 △454

法人税等の支払額 △206 △218

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589 △3,514

Ⅱ　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 △723 △302

有形固定資産の売却による収入 1,273 247

投資有価証券の取得による支出 △837 △18

投資有価証券の売却による収入 722 17

子会社株式の取得による支出 △84 △5

関係会社出資金の払込による支出 △46 －

貸付けによる支出 △289 △5

貸付金の回収による収入 55 96

その他 39 53

投資活動によるキャッシュ・フロー 109 80

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額 1,466 111

長期借入による収入 500 300

長期借入金の返済による支出 △2,302 △1,194

自己株式の取得・売却による純支出 △0 △0

配当金の支払額 △323 △323

財務活動によるキャッシュ・フロー △660 △1,106

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 8

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,030 △4,531

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 17,982 19,012

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 19,012 14,481

-13-



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16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項

 (1）連結子会社　　 １３社

主要な連結子会社名

㈱秦野製作所

㈱ニューテック

㈱ピーエス機工

１３社

主要な連結子会社名

㈱秦野製作所

㈱ニューテック

㈱ピーエス機工

新規連結　　　１社

ＰＳＭコンストラクションＵＳＡ㈱

　アメリカ市場でのプレストレスト・

コンクリート工事その他一般土木建築

工事の請負ならびに企画設計、施工監

理を主な目的とした株式会社の設立に

伴い、平成16年10月6日より連結の範囲

に含めております。

 

 

 

２．持分法の適用に関する

事項

(1）持分法適用会社 関連会社　　　４社

エー・エム・エンジニアリング㈱

㈱ピーシー建築技術研究所

タイ菱和建設㈱

ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコン

クリート合弁会社

　ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコ

ンクリート合弁会社は、ベトナム市場

へのプレキャスト・プレストレストコ

ンクリート製品の製造及び販売を目的

とした合弁会社の設立に伴い、平成16

年7月27日より持分法の適用範囲に含め

ております。

関連会社　　　４社

エー・エム・エンジニアリング㈱

㈱ピーシー建築技術研究所

タイ菱和建設㈱

ＶＩＮＡ－ＰＳＭＣプレキャストコン

クリート合弁会社

　

(2）持分法非適用会社 関連会社　　　１社

㈱東亜技術コンサルタント

　㈱東亜技術コンサルタントは、連結

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外

しております。

関連会社　　　１社

㈱東亜技術コンサルタント

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㈱コンポニンド・ベ

トンジャヤ及びＰＳＭコンストラクショ

ンＵＳＡ㈱の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じ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16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18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 ①　有価証券

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（評価差額は全部資本直入法

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産 ②　たな卸資産

未成工事支出金・その他たな卸資産　

(仕掛品・販売用不動産)

………個別法による原価法

その他たな卸資産（材料貯蔵品）

…移動平均法による原価法

同左

 (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 ①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は当該国の会計

基準の規定に基づく定額法を採用して

おります。

　ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）は定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物・構築物  10～60年

機械・運搬具・

工具器具備品
 ３～12年

同左

②　無形固定資産 ②　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額法を

採用しております。

　ただし、自社利用ソフトウェアにつ

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。

同左
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項 目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 (3）重要な引当金の計上

基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は債権の貸

倒れ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。

　在外連結子会社は主として特定の債

権について回収不能見込額を計上して

おります。

同左

②　賞与引当金 ②　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従業員に

支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

同左

③　完成工事補償引当金 ③　完成工事補償引当金

　当社及び国内連結子会社は完成工事

等にかかる瑕疵担保等の費用に充てる

ため完成工事高の1000分の１を計上し

ております。

同左

④　工事損失引当金 ④　工事損失引当金

　当社及び国内連結子会社は、手持工

事等のうち損失の発生が見込まれるも

のについて、将来の損失に備えるため、

その損失見込額を計上しております。

　　　　　 　同左

⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

社は及び康和建設㈱は当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

　また、他の国内連結子会社は自己都

合期末要支給額を退職給付債務として

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

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。

　従業員の退職給付に備えるため、当

社は当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　また、国内連結子会社は自己都合期

末要支給額を退職給付債務として計上

しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

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。

⑥　役員退職慰労引当金 ⑥　役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社は役員の退

職慰労金の支給に充てるため、内規に

よる期末要支給額を計上しております。

　当社及び国内連結子会社は役員及び

執行役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規による期末要支給額を計上

しております。
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項 目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 (4）完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事（当社

は工期１年以上かつ請負金額５億円以上、

㈱ニューテックは工期１年以上かつ請負

金額２億円以上、康和建設㈱及び菱建基

礎㈱は工期１年以上かつ請負金額１億円

以上）については、工事進行基準を適用

しております。

　なお、工事進行基準によった完成工事

高は、48,236百万円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、長期大型工事（当社

は工期１年以上かつ請負金額５億円以上、

㈱ニューテックは工期１年以上かつ請負

金額２億円以上、康和建設㈱及び菱建基

礎㈱は工期１年以上かつ請負金額１億円

以上）については、工事進行基準を適用

しております。また、海外連結子会社の

PSMコンストラクションUSA㈱では主とし

て進行基準を適用しております。

　なお、工事進行基準によった完成工事

高は、54,859百万円であります。

 (5）重要なリース取引の

処理方法

　当社及び国内連結子会社は、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。

同左

 (6）消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 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．連結調整勘定の償却に関す

る事項

　連結調整勘定の償却については、発生

年度に全額償却しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

同左

８．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および容

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

-17-



 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16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

　―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）　

　当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)を適用しております。これによ

り営業利益及び経常利益は101百万円増加し、税金等調整前

当期純損失は、2,231百万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。　
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資

産の取得による支出」及び「有形固定資産の売却によ

る収入」は、前連結会計年度は「固定資産の取得によ

る支出」及び「固定資産の売却による収入」にそれぞ

れ含めて表示しておりましたが、有形固定資産の取得・

売却状況をより明瞭に表示するため区分掲記しており

ます。

なお、前連結会計年度の「固定資産の取得による支

出」に含まれている「有形固定資産の取得による支出」

は539百万円、「固定資産の売却による収入」に含まれ

ている「有形固定資産の売却による収入」は265百万円

であります。

また、「保証金・敷金の純増加額」は、金額の重要

性を鑑み当連結会計年度より「その他」に含めて表示

しております。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「保証金・敷金の純増加額」は、22百万円であります。

　――――――

-19-



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．このうち、関連会社に対する金額は、次のとおりで

あります。

※１．このうち、関連会社に対する金額は、次のとおりで

あります。

投資有価証券 28百万円

その他 42

投資有価証券 48百万円

その他 44

※２．　当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

※２．　当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31

日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。

再評価の方法 再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づく算出方法によっており

ます。

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に基づく算出方法によっており

ます。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△2,288百万円

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△2,010百万円

３．偶発債務 ３．偶発債務

　企業集団以外の取引先の銀行借入金に対し保証を行っ

ております。

　企業集団以外の取引先の銀行借入金に対し保証を行っ

ております。

財団法人田附興風会 449百万円

㈱大空リサイクルセンター 82 

計 531 

㈱大空リサイクルセンター 26百万円

　関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行ってお

ります。

　関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行ってお

ります。

三菱マテリアル㈱ 1,034百万円 三菱マテリアル㈱ 1,010百万円

　取引先の手付金に対し保証を行っております。 　取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱環商事 239百万円

㈱グランイーグル 155 

㈱ゴールドクレスト 23 

計 418 

㈱環商事 607百万円

㈱アスコット 170 

㈱サンシティ 101 

㈱グランイーグル 72 

計 950 

　個人（５名）の住宅ローンに対する債務保証を行っ

ております。

 

 0百万円    

※４　下記の資産は、差入保証金代用として、東京法務局

に差し入れております。

 ――――――

有価証券 14百万円    

　５．受取手形裏書譲渡高 33百万円 　５．受取手形裏書譲渡高 19百万円
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

　６．貸出コミットメント　

当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約

に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,500百万円

借入実行残高 3,500

差引額 － 

　６．貸出コミットメント　

当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約

に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,500百万円

借入実行残高 3,500

差引額 － 

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式32,537千株及び

第一種後配株式7,500千株であります。

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式32,537千株及び

第一種後配株式 7,500千株であります。

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式129,642株

であります。

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式131,406株

であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給料手当 5,807百万円

賞与引当金繰入額 153

退職給付費用 420

役員退職慰労引当金繰入額 150

貸倒引当金繰入額 10

従業員給料手当 5,207百万円

賞与引当金繰入額 126

退職給付費用 412

役員退職慰労引当金繰入額 136

貸倒引当金繰入額 53

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

929百万円 775百万円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械・運搬具・工具器具備品 15百万円 機械・運搬具・工具器具備品 5百万円

※４．　　　　　　　──────　 　　　　　 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物 14百万円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物・構築物 2百万円

機械・運搬具・工具器具備品 12

計 14

建物・構築物 0百万円

機械・運搬具・工具器具備品 3百万円

計 4
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※６．　　　　　　　──────　 　　　　　 ※６．減損損失

　　　　当社グループは、固定資産を共用資産、事業用資

産、工場資産、遊休資産に分類しさらに、共用資産、

事業用資産については支店ごとに、工場資産につい

ては工場ごとにグルーピングしております。

　これらの資産グループのうち、受注環境悪化によ

り投資資金の回収が困難であると判断される工場資

産及び不動産の時価の著しく下落した資産について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しました。

減損損失の金額は2,332百万円であり、その内訳は、

建物・構築物825百万円、機械・運搬具・工具器具備

品530百万円、土地977百万円であります。

用途  場所  種類
減損損失

（百万円）

コンクリート

製品製造設備

銭函工場

北海道小樽市
土地・建物等 193

コンクリート

製品製造設備

神町工場

山形県東根市
建物等 86

コンクリート

製品製造設備

七尾工場

石川県七尾市
土地・建物等 349

コンクリート

製品製造設備

兵庫工場

兵庫県加西市
土地・建物等 963

コンクリート

製品製造設備

久留米工場

福岡県久留米市
土地・建物等 347

コンクリート

製品製造設備

宮崎工場

宮崎県日向市
建物等 266

その他
岩手県北上市

他３件
土地・建物等 126

　　　なお、回収可能価額は、正味売却価額を使用してお

り、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士から

の評価額から建物等の処分費用見込額を差し引いて

算定しており、帳簿価額の重要性が低い資産につい

ては固定資産税評価額を使用しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている勘定科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている勘定科目の金額との関係

現金及び預金勘定 19,022百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10 

現金及び現金同等物 19,012 

現金及び預金勘定 14,491百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10 

現金及び現金同等物 14,481 

（リース取引）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

株式 399 615 216 1,480 2,920 1,439

債券

国債・地方債・社債 16 17 0 － － －

小計 416 632 216 1,480 2,920 1,439

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

株式 1,083 1,042 △41 4 3 △1

合計 1,500 1,675 175 1,485 2,923 1,438

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

722 354 △45 17 0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

 

 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,075 1,074

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

種類
１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年

以内

(百万円)

10年超

（百万円）

１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

(百万円)

５年超10年

以内

(百万円)

10年超

（百万円）

債券

国債・地方債 14 － － － － － － －

社債 2 20 － － － 20 － －

合計 17 20 － － － 20 － －
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（デリバティブ取引）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、

該当事項はありません。

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、

該当事項はありません。

-25-



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、国内連結子会社

は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

　また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。

　なお、当社においては退職給付信託を設定しております。

２．退職給付債務及びその内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

（1）退職給付債務 △13,345 △12,733

（2）年金資産 5,344 6,593

（3）未積立退職給付債務（1）＋（2） △8,000 △6,139

（4）未認識数理計算上の差異 982 △26

（5）連結貸借対照表計上額純額

（3）＋（4）
△7,018 △6,166

（6）退職給付引当金 △7,018 △6,166

（注）国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

退職給付費用 1,397 1,163

(1)勤務費用 722 722

(2)利息費用 338 324

(3)期待運用収益（減算） 151 163

(4)数理計算上の差異の費用処理額 90 91

(5)その他（割増退職金等） 397 187

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1)割引率（％） 2.5 2.5

(2)期待運用収益率（％） 年金資産 3.5 3.5

退職給付信託 1.0 1.0

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左　  

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 15 15
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 4,460

貸倒引当金繰入限度超過額 1,566

賞与引当金否認 182

退職給付引当金限度超過額 2,980

役員退職慰労引当金否認 277

投資有価証券評価損否認 76

販売用不動産評価損否認 693

ゴルフ会員権評価損否認 282

工事進行基準損失否認 39

内部取引未実現利益消去 225

工事損失引当金否認 95

その他 1,683

繰延税金資産小計 12,563

評価性引当額 △7,487

繰延税金資産合計 5,075

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 71

その他 35

繰延税金負債合計 106

繰延税金資産の純額 4,968

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

百万円

流動資産－繰延税金資産 484

固定資産－繰延税金資産 4,483

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 1,608

評価性引当額 △1,608

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,501

繰延税金負債の純額 2,501

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 4,964

貸倒引当金繰入限度超過額 1,427

賞与引当金否認 156

退職給付引当金限度超過額 2,727

役員退職慰労引当金否認 194

減損損失 886

投資有価証券評価損否認 59

販売用不動産評価損否認 235

ゴルフ会員権評価損否認 280

工事進行基準損失否認 147

内部取引未実現利益消去 224

工事損失引当金否認 130

その他 1,963

繰延税金資産小計 13,399

評価性引当額 △9,324

繰延税金資産合計 4,074

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 585

その他 8

繰延税金負債合計 594

繰延税金資産の純額 3,480

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

百万円

流動資産－繰延税金資産 743

固定資産－繰延税金資産 2,737

上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債の内訳は以下のとおりです。

百万円

土地の再評価に係る繰延税金資産 1,277

評価性引当額 △1,277

繰延税金資産の合計 －

土地の再評価に係る繰延税金負債 2,294

繰延税金負債の純額 2,294
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の主要項

目別の内訳

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

を省略しております。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社の建設事業の連結売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％

超であるため、連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意13）に基づき、事業の種類別セグメント情報

の記載をしておりません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社の建設事業の連結売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％

超であるため、連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意13）に基づき、事業の種類別セグメント情報

の記載をしておりません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、

所在地別セグメント情報を記載しておりません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、

所在地別セグメント情報を記載しておりません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に

基づき、海外売上高を記載しておりません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に

基づき、海外売上高を記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

三菱マテ

リアル㈱

東京都

千代田区
99,396 非鉄金属

直接 40.0

間接  1.4

兼任

１人

転籍

５人

当社への

工事の発

注・建設

資材等の

販売並び

に不動産

賃借等

債務保証 1,034 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　債務保証については、三菱マテリアル㈱の割賦未払金に対するものであります。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

三菱マテ

リアル㈱

東京都

千代田区
99,396 非鉄金属

直接 40.0

間接  1.5

兼任

１人

転籍

３人

当社への

工事の発

注・建設

資材等の

販売並び

に不動産

賃借等

債務保証 1,010 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　債務保証については、三菱マテリアル㈱の割賦未払金に対するものであります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額  791円17銭

１株当たり当期純損失金額   44円20銭

１株当たり純資産額 732円57銭

１株当たり当期純損失金額  85円41銭

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、当期純損失が計上されている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、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当期純損失（百万円） 1,408 2,752

普通株主に帰属しない金額（百万円） 24 15

（うち利益処分による役員賞与金） (24) (15)

普通株式に係る当期純損失（百万円） 1,432 2,767

期中平均株式数（株） 32,408,436 32,407,082

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）受注実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

区分 前連結会計年度 当連結会計年度

建設事業 150,789 147,878

製造事業 1,533 1,944

その他の事業 1,739 1,828

合計 154,062 151,652

（注）建設事業には当社の製品（工事用部材）受注額を含んでおります。

(2）売上実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

区分 前連結会計年度 当連結会計年度

建設事業 149,097 150,308

製造事業 1,533 1,944

その他の事業 1,725 1,796

合計 152,356 154,049

（注）当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。
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　なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。

①受注高、売上高、繰越高及び施工高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

 期別 種類別
前　期
繰越高

当　期
受注高

計
当　期
売上高

次期繰越高
当　期
施工高

手持高 うち施工高

第57期

(自平成16年4月 1日

至平成17年3月31日)

％

土木工事 64,457 63,498 127,956 67,704 60,251 20.6 12,394 68,161

建築工事 59,922 77,568 137,491 70,963 66,527 13.6 9,077 72,471

工事計 124,380 141,067 265,447 138,668 126,779 16.9 21,472 140,633

製品 2,906 3,858 6,764 4,510 2,253 30.3 683 4,186

不動産事業 26 689 716 635 80 － － 635

兼業計 2,932 4,547 7,480 5,146 2,333 29.3 683 4,822

　合計 127,312 145,615 272,928 143,814 129,113 17.2 22,155 145,455

第58期

(自平成17年4月 1日

至平成18年3月31日)

土木工事 60,251 56,361 116,613 58,731 57,881 17.4 10,067 56,404

建築工事 66,527 77,387 143,915 81,736 62,178 14.1 8,766 81,426

工事計 126,779 133,748 260,528 140,468 120,060 15.7 18,834 137,830

製品 2,253 3,929 6,182 2,724 3,457 33.3 1,147 3,189

不動産事業 80 941 1,022 930 91 － － 930

兼業計 2,333 4,870 7,204 3,655 3,548 32.3 1,147 4,120

　合計 129,113 138,619 267,732 144,124 123,608 16.2 19,981 141,950

（注）１．前期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あるものについては、当期受注高にその増減

を含んでおります。

２．次期繰越高の施工高は手持高のうち工事及び製品の支出金より推定したものであります。

３．当期施工高は、（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致します。

なお、不動産事業の当期施工高は当期売上高と一致しております。
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②受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命 競争 計

第57期

(自平成16年4月 1日

　至平成17年3月31日)

土木工事 22.0％ 78.0％ 100.0％

建築工事 30.0 70.0 100.0

第58期

(自平成17年4月 1日

　至平成18年3月31日)

土木工事 21.3％ 78.7％ 100.0％

建築工事 29.1 70.9 100.0

③完成工事高 (単位：百万円）

期別 区分 官公庁 民間 合計

第57期

(自平成16年4月 1日

　至平成17年3月31日)

土木工事 50,526 17,177 67,704

建築工事 2,657 68,306 70,963

計 53,183 85,484 138,668

第58期

(自平成17年4月 1日

　至平成18年3月31日)

土木工事 48,433 10,298 58,731

建築工事 5,485 76,251 81,736

計 53,918 86,549 140,468

（注）１．完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。

第57期請負金額8億円以上の主なもの

三菱地所㈱・㈱神戸製鋼所・阪神電気鉄道㈱　　　カルチェリベルテ学園都市新築工事　　　　　

愛知県道路公社　 　　　　　　　　　　　　 　　道路建設工事（橋梁・横断１５－１号）

日本道路公団　　　　　　　　　　　　　　　　　中国横断自動車道久見トンネル工事

広島防衛施設局　　　　　　　　　　　　　　　　呉（１３）病院新設建築工事

学校法人国際福祉大学　　　　　　　　　　　　　学校法人国際福祉大学リハビリテーション学部棟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新築工事

第58期請負金額8億円以上の主なもの

三菱地所㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　井の頭公園パークハウス新築工事　　　　　

千代田化工建設㈱　　　　　　　　　　　　　　　新塗装工場建築工事

日本道路公団　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山自動車道総社高架橋（ＰＣ上部工）工事

横浜市　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　高速鉄道4号線早渕川工区上部土木工事

国土交通省　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本道路名古曽高架橋工事

　　　２．第57期及び第58期ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

④手持工事高（平成18年3月31日現在） （単位：百万円）

区分 官公庁 民間 合計

土木工事 40,913 16,967 57,881

建築工事 3,507 58,671 62,178

計 44,420 75,639 120,060

（注）手持工事のうち請負金額10億円以上の主なもの

国土交通省　　　　　　　　　　 　平成17年度東海環状長良川橋建設工事　　　　　　　　 平成21年３月完成予定　

中日本高速道路㈱　　　　　　　 　東名高速道路(改築)中新田高架橋(PC上部工)北工事　　 平成20年11月完成予定

独立行政法人労働者福祉機構　　　 和歌山労災病院本館新築工事　　　　　　　　　　　　 平成21年３月完成予定　

栄泉不動産（株）　　　　　　　 　ロイヤルアークソレイス新築工事　　　　　　　　　　 平成18年10月完成予定

独立行政法人鉄道建設・運輸施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

整備支援機構　　　　　　　　　　 東北幹、青森地区軌道スラブ製運　　　　　　　　　　 平成21年２月完成予定
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