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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 14,230 9,722

受取手形・完成工事未収入金等 46,794 44,752

未成工事支出金 17,094 21,070

その他のたな卸資産 3,764 ※5  3,221

繰延税金資産 9 47

未収入金 8,600 8,058

その他 1,102 1,275

貸倒引当金 △257 △298

流動資産合計 91,338 87,849

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 7,972 7,513

機械、運搬具及び工具器具備品 11,389 11,444

土地 ※2  9,615 ※2  9,276

建設仮勘定 69 47

減価償却累計額 △15,837 △15,535

有形固定資産計 13,208 12,745

無形固定資産 34 38

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,062 ※1  1,041

長期貸付金 70 98

破産債権、更生債権等 3,126 3,101

繰延税金資産 231 290

その他 ※1  3,039 ※1  2,987

貸倒引当金 △3,354 △3,205

投資その他の資産計 4,177 4,314

固定資産合計 17,420 17,099

資産合計 108,758 104,948
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（単位：百万円）

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 43,866 42,811

短期借入金 23,405 15,828

未払法人税等 207 340

未成工事受入金 13,603 14,657

賞与引当金 281 166

完成工事補償引当金 140 173

工事損失引当金 2,195 2,471

その他 4,183 6,944

流動負債合計 87,883 83,393

固定負債   

退職給付引当金 3,888 3,754

役員退職慰労引当金 311 172

再評価に係る繰延税金負債 ※2  2,115 ※2  2,115

その他 33 26

固定負債合計 6,349 6,069

負債合計 94,232 89,463

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,218 4,218

資本剰余金 8,780 8,110

利益剰余金 379 1,215

自己株式 △59 △59

株主資本合計 13,319 13,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 42

土地再評価差額金 ※2  1,199 ※2  1,893

為替換算調整勘定 △133 17

評価・換算差額等合計 1,116 1,952

少数株主持分 90 47

純資産合計 14,525 15,485

負債純資産合計 108,758 104,948
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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   

完成工事高 130,581 130,037

売上高合計 130,581 130,037

売上原価   

完成工事原価 124,155 120,156

売上原価合計 124,155 120,156

売上総利益   

完成工事総利益 6,426 9,881

売上総利益合計 6,426 9,881

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,963 ※1, ※2  7,935

営業利益又は営業損失（△） △2,536 1,946

営業外収益   

受取利息 17 14

受取配当金 37 20

持分法による投資利益 － 0

受取賃貸料 32 6

受取ロイヤリティー 3 9

還付加算金 3 23

スクラップ売却益 23 40

その他 38 47

営業外収益合計 155 162

営業外費用   

支払利息 304 380

持分法による投資損失 4 －

支払保証料 40 47

手形売却損 68 47

為替差損 158 629

その他 8 27

営業外費用合計 584 1,131

経常利益又は経常損失（△） △2,966 977

特別利益   

固定資産売却益 ※3  821 ※3  159

貸倒引当金戻入額 71 336

投資有価証券売却益 409 90

未払金精算益 － 79

その他 93 98

特別利益合計 1,396 764
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（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※4  0 －

固定資産除却損 ※5  27 ※5  12

減損損失 ※6  777 －

退職特別加算金 474 533

貸倒引当金繰入額 505 －

ゴルフ会員権評価損 2 17

投資有価証券評価損 156 2

その他 219 48

特別損失合計 2,163 615

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△3,733 1,127

法人税、住民税及び事業税 248 346

法人税等調整額 △140 △80

法人税等合計 108 266

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12 0

当期純利益又は当期純損失（△） △3,829 860

㈱ピーエス三菱(1871)　平成21年３月期決算短信

－11－



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 4,218 4,218

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,218 4,218

資本剰余金   

前期末残高 8,780 8,780

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △670

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損 0 0

当期変動額合計 △0 △670

当期末残高 8,780 8,110

利益剰余金   

前期末残高 4,718 379

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 670

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,829 860

自己株式処分差損 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

当期変動額合計 △4,338 836

当期末残高 379 1,215

自己株式   

前期末残高 △59 △59

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △59 △59

株主資本合計   

前期末残高 17,658 13,319

当期変動額   

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,829 860

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

当期変動額合計 △4,339 166

当期末残高 13,319 13,485
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（単位：百万円）

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 599 50

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △549 △7

当期変動額合計 △549 △7

当期末残高 50 42

土地再評価差額金   

前期末残高 851 1,199

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 347 693

当期変動額合計 347 693

当期末残高 1,199 1,893

為替換算調整勘定   

前期末残高 △129 △133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 150

当期変動額合計 △3 150

当期末残高 △133 17

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,321 1,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △205 836

当期変動額合計 △205 836

当期末残高 1,116 1,952

少数株主持分   

前期末残高 97 90

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 △42

当期変動額合計 △7 △42

当期末残高 90 47

純資産合計   

前期末残高 19,077 14,525

当期変動額   

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,829 860

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △212 793

当期変動額合計 △4,551 959

当期末残高 14,525 15,485
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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 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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△3,733 1,127

減価償却費 660 595

のれん及び負ののれん償却額 △2 －

持分法による投資損益（△は益） 4 △0

減損損失 777 －

投資有価証券評価損益（△は益） 156 2

ゴルフ会員権評価損 2 17

特別退職金 474 533

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,493 △122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86 △138

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △40 33

工事損失引当金の増減額（△は減少） △64 276

賞与引当金の増減額（△は減少） △46 △114

貸倒引当金の増減額（△は減少） △171 △90

受取利息及び受取配当金 △54 △34

支払利息 304 380

為替差損益（△は益） 83 547

固定資産除売却損益（△は益） △1,148 △234

売上債権の増減額（△は増加） 1,989 1,773

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,231 △3,594

仕入債務の増減額（△は減少） 649 △898

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,666 1,139

未収入金の増減額（△は増加） △3,142 －

預り金の増減額（△は減少） － 1,466

その他 △316 1,325

小計 △5,763 3,990

利息及び配当金の受取額 55 35

利息の支払額 △304 △380

特別退職金の支払額 △107 △501

法人税等の支払額 △347 △399

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,467 2,745
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（単位：百万円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10 －

有形固定資産の取得による支出 △432 △505

有形固定資産の売却による収入 1,653 665

投資有価証券の取得による支出 △9 △2

投資有価証券の売却による収入 1,712 145

子会社株式の取得による支出 △5 △5

貸付けによる支出 △1 △103

貸付金の回収による収入 115 70

その他 78 111

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,121 377

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） 6,944 △7,500

長期借入金の返済による支出 △75 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △160 －

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,708 △7,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,370 △4,436

現金及び現金同等物の期首残高 10,860 14,230

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）

－ △71

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  14,230 ※1  9,722
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 12,229 8,214

受取手形 2,323 2,784

完成工事未収入金 41,137 37,880

有価証券 20 －

販売用不動産 23 4

未成工事支出金 17,978 20,700

仕掛品 1,178 993

材料貯蔵品 40 48

前払費用 162 165

未収入金 8,687 8,108

未収収益 3 2

関係会社短期貸付金 1,920 2,178

従業員に対する短期債権 15 17

立替金 46 24

その他 574 806

貸倒引当金 △252 △292

流動資産合計 86,087 81,637

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,286 4,881

減価償却累計額 △3,533 △3,347

建物（純額） 1,752 1,534

構築物 1,533 1,489

減価償却累計額 △1,341 △1,315

構築物（純額） 191 173

機械及び装置 6,597 6,449

減価償却累計額 △6,246 △5,974

機械及び装置（純額） 350 474

車両運搬具 403 382

減価償却累計額 △378 △368

車両運搬具（純額） 24 13

工具器具・備品 1,706 1,622

減価償却累計額 △1,504 △1,474

工具器具・備品（純額） 202 147

土地 9,282 8,933

建設仮勘定 3 －

有形固定資産計 11,808 11,276

無形固定資産 26 30
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（単位：百万円）

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,036 990

関係会社株式 733 874

出資金 1 1

関係会社出資金 30 30

従業員に対する長期貸付金 67 81

関係会社長期貸付金 2,432 2,600

破産債権、更生債権等 2,522 2,388

長期前払費用 1 1

差入保証金 714 612

その他 443 639

投資損失引当金 △76 △76

貸倒引当金 △3,866 △3,796

投資その他の資産計 4,042 4,349

固定資産合計 15,876 15,657

資産合計 101,964 97,294

負債の部   

流動負債   

支払手形 19,312 19,229

工事未払金 20,715 18,148

短期借入金 22,900 15,400

未払金 1,414 1,213

未払費用 392 202

未払法人税等 103 123

未払消費税等 40 1,327

未成工事受入金 13,188 14,335

預り金 1,624 3,073

賞与引当金 210 107

完成工事補償引当金 133 166

工事損失引当金 2,188 2,471

関係会社整理損失引当金 91 36

設備関係支払手形及び未払金 12 121

その他 20 281

流動負債合計 82,348 76,237

固定負債   

繰延税金負債 24 －

退職給付引当金 3,674 3,551

役員退職慰労引当金 259 121

再評価に係る繰延税金負債 2,115 2,115

その他 20 12

固定負債合計 6,095 5,801

負債合計 88,444 82,038
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,218 4,218

資本剰余金   

資本準備金 8,780 8,110

資本剰余金合計 8,780 8,110

利益剰余金   

利益準備金 506 －

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000 －

繰越利益剰余金 △4,176 1,050

利益剰余金合計 △670 1,050

自己株式 △59 △59

株主資本合計 12,269 13,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 42

土地再評価差額金 1,199 1,893

評価・換算差額等合計 1,250 1,935

純資産合計 13,520 15,255

負債純資産合計 101,964 97,294
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 116,478 114,896

兼業事業売上高 4,245 3,207

売上高合計 120,723 118,103

売上原価   

完成工事原価 111,925 107,322

兼業事業売上原価 3,980 2,978

売上原価合計 115,905 110,300

売上総利益   

完成工事総利益 4,553 7,574

兼業事業総利益 264 228

売上総利益合計 4,818 7,803

販売費及び一般管理費   

役員報酬 180 137

従業員給料手当 3,221 2,328

賞与引当金繰入額 47 26

退職給付費用 224 246

役員退職慰労引当金繰入額 110 －

法定福利費 459 331

福利厚生費 172 144

修繕維持費 22 10

事務用品費 96 85

通信交通費 492 381

動力用水光熱費 37 32

調査研究費 576 390

広告宣伝費 29 30

交際費 106 81

寄付金 9 16

地代家賃 398 341

貸倒引当金繰入額 13 393

減価償却費 139 100

租税公課 173 179

保険料 35 31

雑費 1,177 1,304

販売費及び一般管理費合計 7,726 6,596

営業利益又は営業損失（△） △2,907 1,206
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（単位：百万円）

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 60 84

受取配当金 127 670

受取賃貸料 129 297

受取ロイヤリティー 3 9

その他 55 72

営業外収益合計 376 1,134

営業外費用   

支払利息 286 370

支払保証料 39 44

為替差損 49 30

手形売却損 68 47

その他 3 7

営業外費用合計 446 500

経常利益又は経常損失（△） △2,977 1,840

特別利益   

貸倒引当金戻入額 63 336

固定資産売却益 817 153

投資有価証券売却益 409 90

未払金精算益 － 79

その他 68 94

特別利益合計 1,360 753

特別損失   

固定資産除却損 14 12

減損損失 775 －

退職特別加算金 470 530

貸倒引当金繰入額 576 143

投資有価証券評価損 154 1

関係会社株式評価損 100 1

その他 198 46

特別損失合計 2,290 735

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,908 1,859

法人税、住民税及び事業税 93 115

法人税等調整額 △140 －

法人税等合計 △46 115

当期純利益又は当期純損失（△） △3,862 1,744
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 4,218 4,218

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,218 4,218

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,780 8,780

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △670

当期変動額合計 － △670

当期末残高 8,780 8,110

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損 0 0

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 8,780 8,780

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △670

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損 0 0

当期変動額合計 △0 △670

当期末残高 8,780 8,110

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 506 506

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △506

当期変動額合計 － △506

当期末残高 506 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 13,000 3,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △10,000 △3,000

当期変動額合計 △10,000 △3,000

当期末残高 3,000 －
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（単位：百万円）

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △9,804 △4,176

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 670

利益準備金の取崩 － 506

別途積立金の取崩 10,000 3,000

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,862 1,744

自己株式処分差損 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

当期変動額合計 5,627 5,226

当期末残高 △4,176 1,050

利益剰余金合計   

前期末残高 3,701 △670

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 670

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,862 1,744

自己株式処分差損 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

当期変動額合計 △4,372 1,720

当期末残高 △670 1,050

自己株式   

前期末残高 △59 △59

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △59 △59

株主資本合計   

前期末残高 16,642 12,269

当期変動額   

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,862 1,744

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

当期変動額合計 △4,372 1,050

当期末残高 12,269 13,319
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（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 601 51

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △550 △8

当期変動額合計 △550 △8

当期末残高 51 42

土地再評価差額金   

前期末残高 851 1,199

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 347 693

当期変動額合計 347 693

当期末残高 1,199 1,893

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,453 1,250

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △202 685

当期変動額合計 △202 685

当期末残高 1,250 1,935

純資産合計   

前期末残高 18,095 13,520

当期変動額   

剰余金の配当 △162 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,862 1,744

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △347 △693

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △202 685

当期変動額合計 △4,575 1,735

当期末残高 13,520 15,255
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