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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 75,710 2.2 1,979 △8.0 2,090 △7.2 1,266 △6.3
23年3月期 74,106 △3.0 2,150 5.3 2,252 8.8 1,352 34.1

（注）包括利益 24年3月期 1,470百万円 （34.0％） 23年3月期 1,097百万円 （△43.3％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 51.23 ― 6.0 3.6 2.6
23年3月期 54.74 ― 6.7 3.7 2.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 57,770 22,131 38.1 871.41
23年3月期 59,017 21,155 34.8 831.20

（参考） 自己資本   24年3月期  22,009百万円 23年3月期  20,519百万円

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

24年3月期 2,834 △199 △2,577 1,935
23年3月期 5,339 △669 △5,576 1,878

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 247 18.3 1.2
24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 249 19.5 1.2
25年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 31,000 △3.0 0 0.0 70 △62.2 35 5.8 1.39
通期 75,000 △0.9 1,600 △19.2 1,700 △18.7 950 △25.0 37.61



※  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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） 中部土地調査株式会社 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 27,060,000 株 23年3月期 27,060,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,801,994 株 23年3月期 2,372,922 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 24,730,421 株 23年3月期 24,699,756 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 73,693 0.4 1,915 △10.9 2,029 △9.9 1,026 △23.7
23年3月期 73,374 △2.3 2,150 4.6 2,252 8.1 1,345 30.1

1株当たり当期純利益
円 銭

24年3月期 41.51
23年3月期 54.46

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

24年3月期 57,136 21,523 37.7 852.16
23年3月期 57,914 20,234 34.9 819.62

（参考） 自己資本 24年3月期  21,523百万円 23年3月期  20,234百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
の経済情勢等によって予想値と異なる場合があります。 

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) 30,150 △3.6 0 0.0 70 △70.2 35 △62.8 1.39
通期 72,900 △0.1 1,600 △16.5 1,700 △16.2 950 △7.4 37.61
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（１）経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から緩やかな回復がみられた

ものの、海外経済の減速や円高の影響等により依然として厳しい状況が続きました。

　建設業界におきましては、東北地方における復旧・復興需要が順次発生しておりますが、それ

以外の公共投資は従来にも増して減少基調にあり、民間設備投資や住宅投資も低迷を脱する

ことができず、受注環境は非常に厳しい状況が続いております。

　こうした状況のもと、当社グループは第69期からスタートした第14次経営計画（平成21年度～

23年度）に基づき、当社を取り巻く環境とその課題を克服することで、「優れた安定性と収益性」、

「着実な成長」、「社員が誇れる企業」の実現、「安全と技術の名工」の確立を目指してその課題

解決に向け取組んできました。

　第7１期の経営成績としまして、受注高は70,022百万円と前期比6,636百万円（8.7％）減少しまし

た。受注高の内訳は、土木工事が46,789百万円（前期比3.1％減少）、建築工事が23,233百万円 

（前期比 18.1％減少）となりました。また、分野別では、官公庁12,325百万円、民間57,696百万

円で、その構成比率はそれぞれ17.6％、82.4％となりました。

売上高は 期初の繰越工事高が多かったことなどにより 前期比1 603百万円（2 2％）増加して

１．経営成績

　売上高は、期初の繰越工事高が多かったことなどにより、前期比1,603百万円（2.2％）増加して

75,710百万円となりました。売上高の内訳は、完成工事高が 74,578百万円、兼業事業売上高が

1,132百万円であります。完成工事高のうち、土木工事は47,091百万円（前期比  5.3％減少）、建

築工事は27,486百万円（前期比16.0％増加）であります。また、分野別では、官公庁12,292百万

円、民間62,285百万円で、その構成比はそれぞれ16.5％、83.5％となりました。

　利益面では、建設コストの上昇や一部不採算工事の発生により、完成工事総利益が前期比

559百万円（8.0％）減少しましたので、兼業事業売上総利益が94百万円増加しましたが、売上総

利益は前期比465百万円(6.4%)減少して、6,756百万円となりました。販売費及び一般管理費は、

経費節約が浸透したことなどにより前期比293百万円減少しましたので、営業利益は前期比171百

万円(8.0％）の減少にとどまり1,979百万円となりました。

　特別損益では、負ののれん発生益や投資有価証券売却益などで特別利益269百万円がありま

したので、有価証券評価損や固定資産除却損などの特別損失215百万円がありましたが、差引き

53百万円の利益となりました。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比267百万円(11.1％）減少して2,143百万円とな

りました。これに法人税等及び法人税等調整額、少数株主持分などを控除して、当期純利益は前

期比85百万円(6.3％）減少して1,266百万円となりました。
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　②当期の主な受注工事と完成工事

　　＜主な受注工事＞

ＭＩＤ都市開発㈱

東海旅客鉄道（株） 新幹線50K900付近さがみ縦貫道新設

三菱地所レジデンス（株） （仮称）矢向プロジェクト新築工事

愛知県建設部 新川東部流域下水道事業　水処理施設築造工事(その4)

中日本高速道路（株） 八王子支社　道路管制センター棟新築工事

　　＜主な完成工事＞

東海旅客鉄道（株） 新幹線１６４Ｋ９３３付近ほか東静岡南北幹線Ｂｏ新設

（株）フジトランスコーポレーション （仮称）フジトランスコーポレーション豊田倉庫新築工事

長久手市 給食センター建設工事

東急不動産㈱・山陽電気鉄道㈱ 大阪市東成区大今里南一丁目計画新築工事

草津市 平成２２年度 第１－０１０６号　笠縫団地２期建設工事

　平成24年度は、前年度と同様に厳しい受注環境が予想されますが、官公庁と民間で増加を図り、

例年並みの受注高を目指します。売上高は期初の繰越工事高が前期比約47億円減少しておりま

すが、早期の受注確保に努め、ほぼ前年並みの75,000百万円を見込んでおります。利益につきま

しては、引続き不採算工事の受注抑制や収益管理の強化、並びに経費節減に努め、安定収益の

③次期の見通し

（仮称）茨木中穂積計画新築工事

通期 第２四半期 通期 第２四半期 通期 第２四半期

受注高（百万円） 70,022 24,108 76,000 31,000 5,977 6,891

売上高（百万円） 75,710 31,962 75,000 31,000 △710 △962

営業利益（百万円） 1,979 106 1,600 0 △379 △106

経常利益（百万円） 2,090 185 1,700 70 △390 △115

当期純利益（百万円） 1,266 33 950 35 △316 2

1株当たり当期純利益（円） 51.23 1.34 37.61 1.39 △13.62 0.05

1株当たり配当金（円） 10 5 10 5 - -

前期比較71期実績 72期予想

確保を図りますが、厳しい競争や資材・工賃等のコストアップ懸念などを考慮して、若干の減益を

予想しております。 　　　　　　　　　　　　　　　

（２）財政状態に関する分析

　　①資産、負債、純資産の状況

　　　　・総資産　　　 　57,770百万円（前期比　1,246百万円、2.1％減少）

　　　　・負債　　  　　　35,639百万円（前期比　2,222百万円、5.9％減少）

　　　　・純資産         22,131百万円（前期比　  976百万円、4.6％増加）

通期 第２四半期 通期 第２四半期 通期 第２四半期

受注高（百万円） 70,022 24,108 76,000 31,000 5,977 6,891

売上高（百万円） 75,710 31,962 75,000 31,000 △710 △962

営業利益（百万円） 1,979 106 1,600 0 △379 △106

経常利益（百万円） 2,090 185 1,700 70 △390 △115

当期純利益（百万円） 1,266 33 950 35 △316 2

1株当たり当期純利益（円） 51.23 1.34 37.61 1.39 △13.62 0.05

1株当たり配当金（円） 10 5 10 5 - -

前期比較71期実績 72期予想

－3－



名工建設㈱(1869)平成24年3月期決算短信

　　②キャッシュ・フローの状況

　　　　当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,935百万円となり、前連結会計年度末

　　　に比べ57百万円増加しました。

　　　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

　　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少1,354百万円がありましたが、税金等調

　　　　整前当期純利益が2,143百万円、減価償却費1,082百万円、売上債権の減少469百万円などが

　　　　寄与して2,834百万円の収入超過となりました。（前期は5,339百万円の収入超過）

　　　　

　　＜投資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・フローは、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

　　　　118百万円、投資有価証券の売却による収入93百万円及び有形固定資産売却による収入84百

　　　　万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出466百万円等がありましたので、199百万

　　　　円の支払超過となりました。（前期は669百万円の支払超過）　　　

　　＜財務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・フローは、長短借入金を前期末比2,360百万円返済しましたので　

　　　2,577百万円の支払超過となりました。（前期は5,576百万円の支払超過）

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率（％） 30.4 31.4 32.0 34.8 38.1

時価ベースの自己資本比率 26.6 25.7 21.3 18.8 21.2

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） － 13.6 3.8 2.3 3.7

インタレスト・
カバレッジ・レシオ（倍） － 7.2 27.4 31.3 18.2

平成24年3月期平成22年3月期平成23年3月期平成20年3月期 平成21年3月期

　　　（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：有利子負債/キャッシュ・フロー

　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー/利払い

　　　　　　　１．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。

　　　　　　　２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　　　　　３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　　　　４．有利子負債は連結貸借対照表に計上し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。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　 当社は安定収益を確保し、財務体質の強化を図りつつ安定配当を堅持することを基本方針とし

　　　ており、平成17年3月期からは年10円配当を継続しております。

　　　　配当支払については、中間・期末の年２回配当を実施しており、当期の期末配当も1株につき

　　　5円を予定しております。
　　　　次期配当につきましても、中間・期末の合計で1株につき年10円の配当を予定しております。

自己資本比率（％） 30.4 31.4 32.0 34.8 38.1

時価ベースの自己資本比率 26.6 25.7 21.3 18.8 21.2

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） － 13.6 3.8 2.3 3.7

インタレスト・
カバレッジ・レシオ（倍） － 7.2 27.4 31.3 18.2

平成24年3月期平成22年3月期平成23年3月期平成20年3月期 平成21年3月期
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（４）事業等のリスク

　　　当社グループの事業展開に関連し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク

　　としましては、以下のようなものが考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、当連

　　結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　　　当社グループは、これらのリスクや不確定要因に対して、予防や分散・リスクヘッジ等に努め、

　　企業活動への影響を最小限に軽減できるよう対応してまいります。　

　　①建設投資の動向

　　　　当社グループの受注・売上高は、公共投資や民間企業の設備投資に負うところが大きく、国

　　　内景気に影響されやすいものとなっております。公共投資の縮小、民間設備投資の減少は当

　　　社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　②事故防止と安全確保

　　　　日頃より事故防止と安全確保は最重要な経営課題のひとつとして全社をあげて取組んでおり

　　　ますが、万一、重大な業務事故等が発生しますと、社会的信用と主要なお客様の信頼を損なう

　　　リスクがあります。

　　③原材料価格・工賃の高騰

　　　　鋼材をはじめとする資材価格や工賃が高騰し、請負金額に転嫁されない場合には、当社グル

　　　ープの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　④信用リスク

　　　　当社グループは建設業であるため、１件当たりの取引は多額であります。信用リスク管理には

　　　細心の注意を払っておりますが、資金の回収が滞ったり、最終的に貸倒損失となることは当社

　　　グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑤完成工事に対する瑕疵担保責任　　⑤完成工事に対する瑕疵担保責任

　　　　建設事業者として、工期や品質等については常に細心の注意を払っておりますが、工期遅延

　　　や完成工事に対する瑕疵が発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

　　　があります。

　　⑥保有資産の下落リスク

　　　　当社グループは有価証券、土地等を相当額保有しています。将来株式や土地の時価が大きく

　　　下落した場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

＜連結の範囲及び持分法の適用に関する事項＞

　　①連結の範囲

　　　当期において中部土地調査株式会社を、株式取得により連結子会社といたしました。

　　②持分法の適用

　　　当期において増減はありませんでした。

　　　上記以外の項目については、最近の有価証券報告書（平成23年６月24日提出）における「事業

　　系統図(事業内容）」及び｢関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。

２．企業集団の状況

制を受けており、これらの改廃や新たな規制の新設、適用基準の変更等が行われた場合に

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑦法的規制等　　

　建設事業の遂行は、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法、独占禁止法等による法的
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３．経営方針

（１）経営の基本方針

　　　当社およびグループ各社は、「誠実」ならびに「和して同ぜず」を社訓とし、企業

　　理念として「私たちは安全第一を旨とし、お客様の満足が得られるものを誠実の心と

　　先端の技術力でつくりあげ、未来に夢と希望を託せる働きがいのある企業を目指すと

　　ともに、社業の発展を通じて広く社会に貢献します。」と定めております。建設業を

　　営む企業として、安全第一に仕事を遂行し、持てる技術力を最大限に投入して品質を

　　確保することでお客様の高い評価を得るとともに、時代の趨勢や経営環境の変化に柔

　　軟に対応して経営基盤の強化を図り、安定収益の確保と財務基盤の健全性を維持して

　　いくことを基本方針としております。

（２）中期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題

　建設業界におきましては、建設需要は長期低落基調にあり、業界の整理統合も進まず、

供給過剰の状態が続いております。東日本大震災関連の復興需要は一部の地域や企業に限

定され、海外進出も高リスクで障壁が高いため、国内の限られた需要を巡って熾烈な競争

が展開され、過当競争のため収益性は低く、いまだ建設業界には解決すべき課題が少なく

ありません。

　このような環境のもと、当社では第15次経営計画（平成24年4月～平成27年3月）を策定

し、平成24年度（第72期）からスタートさせました。この計画では、「強靭な経営体質」

を確立することを目標として、安定的な受注量を確保できる「受注競争力」、継続的に高

収益を確保できる「収益力」、安全と品質の確保による「信頼性」について、更なる向上

を図ることとしております。

　具体的な重点事項としましては、官公庁・民間工事における受注競争力の向上、業務効

率化や財務体質強化などを通じた経営の効率化、会社維持発展のための技術力確保、新規

事業の可能性追求、労働安全と鉄道安全の確立などの課題を掲げ、全社をあげて取組んで

いくこととしております。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,878 1,935

受取手形・完成工事未収入金等 30,410 29,812

未成工事支出金 1,014 617

その他のたな卸資産 580 562

繰延税金資産 765 622

その他 2,308 1,742

貸倒引当金 △523 △330

流動資産合計 36,434 34,963

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 11,364 11,184

機械、運搬具及び工具器具備品 4,197 4,387

土地 5,189 5,306

リース資産 4 4

建設仮勘定 86 103

減価償却累計額 △8,423 △8,989

有形固定資産合計 12,419 11,998

無形固定資産   

ソフトウエア 282 177

その他 170 132

無形固定資産合計 452 310

投資その他の資産   

投資有価証券 8,164 8,243

その他 1,759 2,591

貸倒引当金 △213 △335

投資その他の資産合計 9,710 10,498

固定資産合計 22,582 22,807

資産合計 59,017 57,770

名工建設㈱(1869) 平成24年3月期　決算短信

－7－



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,831 18,410

短期借入金 6,200 8,950

未払法人税等 216 615

未成工事受入金 1,663 1,110

完成工事補償引当金 19 20

工事損失引当金 88 65

賞与引当金 1,279 1,135

役員賞与引当金 40 27

その他 1,451 1,715

流動負債合計 30,791 32,049

固定負債   

長期借入金 5,700 1,250

繰延税金負債 1,006 829

退職給付引当金 27 1,157

役員退職慰労引当金 66 87

その他 269 265

固定負債合計 7,070 3,589

負債合計 37,861 35,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,854 1,822

利益剰余金 17,675 18,695

自己株式 △1,238 △939

株主資本合計 19,886 21,173

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 633 836

その他の包括利益累計額合計 633 836

少数株主持分 635 121

純資産合計 21,155 22,131

負債純資産合計 59,017 57,770
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－8－



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 73,434 74,578

兼業事業売上高 671 1,132

売上高合計 74,106 75,710

売上原価   

完成工事原価 66,424 68,127

兼業事業売上原価 459 825

売上原価合計 66,884 68,953

売上総利益   

完成工事総利益 7,009 6,450

兼業事業総利益 212 306

売上総利益合計 7,222 6,756

販売費及び一般管理費 5,071 4,777

営業利益 2,150 1,979

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 177 157

受取地代家賃 82 73

その他 51 49

営業外収益合計 314 282

営業外費用   

支払利息 170 155

その他 42 15

営業外費用合計 212 171

経常利益 2,252 2,090

特別利益   

前期損益修正益 163 －

投資有価証券売却益 79 45

固定資産売却益 0 1

段階取得に係る差益 － 24

負ののれん発生益 － 196

その他 － 1

特別利益合計 243 269

特別損失   

前期損益修正損 11 －

固定資産除却損 18 48

投資有価証券評価損 50 114

貸倒引当金繰入額 0 －

減損損失 － 43

その他 3 9

特別損失合計 84 215

税金等調整前当期純利益 2,411 2,143

法人税、住民税及び事業税 725 945

法人税等調整額 327 △65

法人税等合計 1,052 880

少数株主損益調整前当期純利益 1,359 1,263

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △3

当期純利益 1,352 1,266
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,359 1,263

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △262 206

その他の包括利益合計 △262 206

包括利益 1,097 1,470

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,094 1,473

少数株主に係る包括利益 2 △3
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（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,594 1,594

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,594 1,594

資本剰余金   

当期首残高 1,854 1,854

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △31

当期変動額合計 △0 △31

当期末残高 1,854 1,822

利益剰余金   

当期首残高 16,570 17,675

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

当期純利益 1,352 1,266

当期変動額合計 1,104 1,019

当期末残高 17,675 18,695

自己株式   

当期首残高 △1,216 △1,238

当期変動額   

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 306

当期変動額合計 △21 298

当期末残高 △1,238 △939

株主資本合計   

当期首残高 18,803 19,886

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

当期純利益 1,352 1,266

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 274

当期変動額合計 1,083 1,286

当期末残高 19,886 21,173
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 890 633

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △257 203

当期変動額合計 △257 203

当期末残高 633 836

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 890 633

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △257 203

当期変動額合計 △257 203

当期末残高 633 836

少数株主持分   

当期首残高 635 635

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △514

当期変動額合計 0 △514

当期末残高 635 121

純資産合計   

当期首残高 20,329 21,155

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

当期純利益 1,352 1,266

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 274

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △257 △310

当期変動額合計 825 976

当期末残高 21,155 22,131
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 2,411 2,143

減価償却費 1,193 1,082

減損損失 － 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △71

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △11 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） 171 △156

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 1,105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △1

受取利息及び受取配当金 △180 △159

支払利息 170 155

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △77 △45

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 50 114

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △1

固定資産除却損 18 48

負ののれん発生益 － △196

段階取得に係る差損益（△は益） － △24

売上債権の増減額（△は増加） 1,955 469

未成工事支出金の増減額（△は増加） △316 397

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 56 404

その他の資産の増減額（△は増加） △1,097 △151

仕入債務の増減額（△は減少） 1,249 △1,354

未成工事受入金の増減額（△は減少） 968 △553

その他の負債の増減額（△は減少） 412 183

その他 △12 38

小計 6,936 3,433

利息及び配当金の受取額 180 159

利息の支払額 △167 △155

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,610 △602

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,339 2,834
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △27 △0

投資有価証券の売却による収入 345 93

有形固定資産の取得による支出 △900 △466

有形固定資産の売却による収入 61 84

固定資産の除却による支出 △8 △14

無形固定資産の取得による支出 △226 △14

出資金の回収による収入 － 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 118

貸付けによる支出 △43 －

貸付金の回収による収入 130 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △669 △199

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） △4,605 △2,460

長期借入れによる収入 950 300

長期借入金の返済による支出 △1,650 △200

自己株式の取得による支出 △22 △7

自己株式の売却による収入 0 39

配当金の支払額 △247 △246

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,576 △2,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △907 57

現金及び現金同等物の期首残高 2,785 1,878

現金及び現金同等物の期末残高 1,878 1,935

名工建設㈱(1869) 平成24年3月期　決算短信
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項
　連結子会社…㈱大軌、㈱ビルメン、名工商事㈱、㈱静軌建設、中部土地調査㈱他1社
　で非連結子会社はありません。
　当連結会計年度において、議決権の過半数を取得したことにより、中部土地調査㈱を
　連結子会社としております。
２．持分法の適用に関する事項
　　当社の関連会社（㈱濃建他12社）は、それぞれ当期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。
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㈱ビルメン他1社の決算日は2月29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、3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。
４．会計処理基準に関する事項
　（１）その他有価証券で時価のあるものは、期末日の市場価額等に基づく時価法（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）、時価のないものについては、
　　　　移動平均法による原価法によっており、デリバティブの評価は、時価法によっております。
　（２）販売用不動産：個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法により算定）
　　　未成工事支出金：個別法による原価法
　　　材料貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法により算定）

（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法は以下によ ております　（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法は以下によっております。
　　　①有形固定資産（リース資産を除く）：定率法
　　　　　　　　　　　　　　ただし、テナントビル等及び平成10年4月1日以降取得した建物については
　　　　　　　　　　　　　　定額法によっております。　　　　
　　　②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用の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。
　　　③リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間
　　　　　　　　　　　　　を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。　　　　　　　　　　　　　　
　（４）重要な引当金の計上方法は、以下によっております。
　　①貸倒引当金
　　　　　債権の貸倒れによる損失額に備えるため、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。
　　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、当連結会計年度の完成工事高に対する
　　　　将来の見積補償額に基づいて計上しております。
　　③工事損失引当金
　　　　　受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち連結会計年度末において損失が確
 　　　実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事については、翌連結会計年度
 　　　以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。
　　④賞与引当金
　　　　　従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお
　　　　ります。
　　⑤役員賞与引当金
　　　　　役員の賞与の支払いに備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

－15－



名工建設㈱（1869）　平成24年3月期　決算短信

　　⑥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及び年金資

　　　　産の見込額に基づき計上しております。

　  　　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(５年)による

　　　　定額法により発生の連結会計年度から費用処理をしております。

　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(１５年)

　　　　による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。

　　　　連結子会社においては簡便法によっております。

　(追加情報）

　　　　　当社は、平成23年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について退職一時金制度へ

　　　　移行し、｢退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）

　　　　を適用しております。

　　　　これに伴い、確定給付企業年金制度については、当社の当連結会計年度末における年金

　　　　資産が退職給付債務を超えているため、前払年金費用（1,813百万円）として投資その他の

　　　　資産の「その他」に含めて表示しております。

　　　　なお、本移行に伴う損益に与える影響はありません。

　　⑦役員退職給付引当金

　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社においては内規に基づく子会社の

　　　　事業年度末要支給額を計上しております。

　（５）特例処理の要件を満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。

　（６）完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

　　　　れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

　　　　事については工事完成基準を適用しております。

　（７）消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　（８）連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価法によっております。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲５．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、随時引出し

　　可能な預金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ります。

（７）追加情報
(連結貸借対照表・損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）

　　　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、｢会計上

　　の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「

　　会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24

　　号平成21年12月4日）を適用しております。

（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

１． 担 保 に 供 し て い る 資 産 － 百万円 9 百万円

２． 保 証 債 務 額 28 百万円 67 百万円

３． 受 取 手 形 割 引 高 440 百万円 373 百万円
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（連結株主資本変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加40千株は、単元未満株式の買取による増加
　　40千株であります。
　　普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式売渡請求に基づき売却
　　した0千株であります。

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

前連結会計 増加 減少 当連結会計
年度末株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,332 40 0 2,372

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成23年
5月18日 普通株式 123百万円 5円
取締役会

利益
剰余金

平成23年
3月31日

平成23年
6月9日

決議
株式の
種類

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成22年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成22年
11月1日 普通株式 5円
取締役会

配当金の総額

123百万円

123百万円
平成22年
3月31日

平成22年
6月10日

平成22年
9月30日

平成22年
11月25日

当連結会計 増加 減少 当連結会計
年度期首株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,372 16 587 1,801

決議
株式の
種類

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成23年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成23年
10月31日 普通株式 5円
取締役会

配当金の総額

123百万円

123百万円
平成23年
11月25日

平成23年
3月31日

平成23年
6月9日

平成23年
9月30日

当連結会計年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加　16千株は、単元未満株式の買取によるもの
　　であります。
　　普通株式の自己株式の株式数の減少 587千株は、名工商事株式会社の株主に株式
　　交換により割り当てたものであります。

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

前連結会計 増加 減少 当連結会計
年度末株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,332 40 0 2,372

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成23年
5月18日 普通株式 123百万円 5円
取締役会

利益
剰余金

平成23年
3月31日

平成23年
6月9日

決議
株式の
種類

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成22年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成22年
11月1日 普通株式 5円
取締役会

配当金の総額

123百万円

123百万円
平成22年
3月31日

平成22年
6月10日

平成22年
9月30日

平成22年
11月25日

当連結会計 増加 減少 当連結会計
年度期首株式数 株式数 株式数 年度末株式数

発行済株式
　普通株式(千株） 27,060 － － 27,060
自己株式
　普通株式(千株） 2,372 16 587 1,801

決議
株式の
種類

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成23年
5月18日 普通株式 5円
取締役会

平成23年
10月31日 普通株式 5円
取締役会

配当金の総額

123百万円

123百万円
平成23年
11月25日

平成23年
3月31日

平成23年
6月9日

平成23年
9月30日
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（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　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科目の金額との関係

（前連結会計年度） （当連結会計年度）
現金預金　連結貸借対照表計上額 1,878 百万円 1,935 百万円
現金及び現金同等物 1,878 百万円 1,935 百万円

（セグメント情報等）

前連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

１．報告セグメントの概要
　　　当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、「建設事業」及び「不動産事業等」の２つの報告セグメントとしております。
　　　「建設事業」は建設工事全般に関する事業を、「不動産事業等」は不動産の売買及び賃貸等に
　　関する不動産事業等を行っております。
２ 報告セグメントごとの売上高 利益又は損失 資産その他の項目の金額の算定方法

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成24年
5月22日 普通株式 126百万円 5円
取締役会

利益
剰余金

平成24年
6月13日

平成24年
3月31日

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 73,434 671 74,106 － 74,106
　　セグメント間の内部売上高 2,523 58 2,582 △2,582 －

　　又は振替高

計 75,958 730 76,688 △2,582 74,106
セグメント利益 6,995 217 7,213 △5,062 2,150
セグメント資産 44,503 4,391 48,894 10,122 59,017
その他の項目

　　減価償却費 615 153 769 239 1,009

報告セグメント

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産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売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日） （単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△5,062百万円には、セグメント間取引消去8百万円、各報告
　　　　　セグメントに配分していない全社費用△5,071百万円が含まれております。全社費用は、
　　　　　報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
　　　２．セグメント資産の調整額10,122百万円は、報告セグメントに帰属しない現金預金、投資
　　　　有価証券及び一般管理部門の資産であります。
　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成24年
5月22日 普通株式 126百万円 5円
取締役会

利益
剰余金

平成24年
6月13日

平成24年
3月31日

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 73,434 671 74,106 － 74,106
　　セグメント間の内部売上高 2,523 58 2,582 △2,582 －

　　又は振替高

計 75,958 730 76,688 △2,582 74,106
セグメント利益 6,995 217 7,213 △5,062 2,150
セグメント資産 44,503 4,391 48,894 10,122 59,017
その他の項目

　　減価償却費 615 153 769 239 1,009

報告セグメント
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当連結会計年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

１．報告セグメントの概要

　　　当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、「建設事業」及び「不動産事業等」の２つの報告セグメントとしております。

　　　「建設事業」は建設工事全般に関する事業を、「不動産事業等」は不動産の売買及び賃貸等に

　　関する不動産事業等を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産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売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日） （単位：百万円）

　　

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 74,578 1,132 75,710 － 75,710

　　セグメント間の内部売上高 2,173 178 2,352 △2,352 －

　　又は振替高

計 76,751 1,311 78,063 △2,352 75,710

セグメント利益 6,432 310 6,742 △4,763 1,979

セグメント資産 42,441 5,071 47,512 10,258 57,770

その他の項目

　　減価償却費 542 145 687 210 898

報告セグメント

（注）１．セグメント利益の調整額△4,763百万円には、セグメント間取引消去14百万円、各報告

　　　　　セグメントに配分していない全社費用△4,777百万円が含まれております。全社費用は、

　　　　　報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　　　２．セグメント資産の調整額10,258百万円は、報告セグメントに帰属しない現金預金、投資

　　　　有価証券及び一般管理部門の資産であります。

　　　３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 74,578 1,132 75,710 － 75,710

　　セグメント間の内部売上高 2,173 178 2,352 △2,352 －

　　又は振替高

計 76,751 1,311 78,063 △2,352 75,710

セグメント利益 6,432 310 6,742 △4,763 1,979

セグメント資産 42,441 5,071 47,512 10,258 57,770

その他の項目

　　減価償却費 542 145 687 210 898

報告セグメント 調整額 連結財務諸表
計上額

建設事業 不動産事業等 合計 （注１） （注２）

売上高

　　外部顧客への売上高 74,578 1,132 75,710 － 75,710

　　セグメント間の内部売上高 2,173 178 2,352 △2,352 －

　　又は振替高

計 76,751 1,311 78,063 △2,352 75,710

セグメント利益 6,432 310 6,742 △4,763 1,979

セグメント資産 42,441 5,071 47,512 10,258 57,770

その他の項目

　　減価償却費 542 145 687 210 898

報告セグメント
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(1株当たり情報）

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

1株当たり純資産額 831.20 円 871.41 円

1株当たり当期純利益 54.74 円 51.23 円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益の算定上の基礎 （前連結会計年度） （当連結会計年度）

　　連結損益計算書上の当期純利益 1,352 百万円 1,266 百万円

　　普通株式に係る当期純利益 1,352 百万円 1,266 百万円

　　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 － －

　　普通株式の期中平均株式数 24,699 千株 24,730 千株

(重要な後発事象）

該当事項ありません。

(開示の省略）(開示の省略）

　　 　リース取引、金融商品、賃貸等不動産、税効果会計、有価証券、退職給付等などに関する

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。
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,632 1,514

受取手形 19 85

完成工事未収入金 30,178 28,972

販売用不動産 515 429

未成工事支出金 563 440

材料貯蔵品 53 43

短期貸付金 － 840

前払費用 62 76

繰延税金資産 739 611

未収入金 981 623

立替金 987 868

その他 266 78

貸倒引当金 △518 △322

流動資産合計 35,482 34,262

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,714 10,448

減価償却累計額 △4,751 △4,821

建物（純額） 5,963 5,626

構築物 473 468

減価償却累計額 △287 △306

構築物（純額） 186 161

機械及び装置 1,947 2,018

減価償却累計額 △1,429 △1,660

機械及び装置（純額） 518 358

車両運搬具 262 232

減価償却累計額 △232 △210

車両運搬具（純額） 29 21

工具器具・備品 1,971 2,091

減価償却累計額 △1,623 △1,818

工具器具・備品（純額） 348 272

土地 5,080 5,080

リース資産 4 4

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 4 3

建設仮勘定 86 103

有形固定資産合計 12,217 11,628

無形固定資産   

ソフトウエア 282 176

その他 20 19

無形固定資産合計 302 196
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,019 8,112

関係会社株式 247 570

長期貸付金 206 205

長期前払費用 1,106 1,839

その他 546 651

貸倒引当金 △213 △330

投資その他の資産合計 9,912 11,048

固定資産合計 22,432 22,873

資産合計 57,914 57,136

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,904 3,262

工事未払金 16,665 14,923

短期借入金 6,745 9,525

未払金 388 431

未払費用 197 182

未払法人税等 191 598

未成工事受入金 1,436 1,087

預り金 585 714

完成工事補償引当金 19 19

工事損失引当金 70 65

賞与引当金 1,243 1,074

役員賞与引当金 33 27

その他 229 263

流動負債合計 30,710 32,175

固定負債   

長期借入金 5,700 1,250

繰延税金負債 1,001 823

退職給付引当金 － 1,098

その他 268 265

固定負債合計 6,970 3,436

負債合計 37,680 35,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金   

資本準備金 1,746 1,746

その他資本剰余金 4 13

資本剰余金合計 1,751 1,760

名工建設㈱(1869)　平成24年3月期　決算短信

－22－



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

利益剰余金   

利益準備金 398 398

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 277 312

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 1

別途積立金 15,035 16,035

繰越利益剰余金 1,783 1,525

利益剰余金合計 17,493 18,273

自己株式 △1,238 △939

株主資本合計 19,601 20,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 632 835

評価・換算差額等合計 632 835

純資産合計 20,234 21,523

負債純資産合計 57,914 57,136
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 72,778 73,167

兼業事業売上高 596 525

売上高合計 73,374 73,693

売上原価   

完成工事原価 66,061 67,014

兼業事業売上原価 412 337

売上原価合計 66,474 67,351

売上総利益   

完成工事総利益 6,716 6,153

兼業事業総利益 183 188

売上総利益合計 6,899 6,341

販売費及び一般管理費   

役員報酬 216 216

従業員給料手当 1,920 1,873

賞与引当金繰入額 307 267

役員賞与引当金繰入額 33 27

退職金 28 20

退職給付費用 131 155

法定福利費 307 322

福利厚生費 67 68

修繕維持費 69 26

事務用品費 130 97

通信交通費 205 197

動力用水光熱費 42 40

調査研究費 88 96

広告宣伝費 25 30

貸倒引当金繰入額 96 △78

交際費 74 59

寄付金 5 7

地代家賃 165 169

減価償却費 237 208

租税公課 122 129

保険料 4 4

雑費 466 484

販売費及び一般管理費合計 4,749 4,426

営業利益 2,150 1,915
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 176 156

受取地代家賃 90 84

雑収入 43 39

営業外収益合計 317 288

営業外費用   

支払利息 173 159

雑支出 41 15

営業外費用合計 215 174

経常利益 2,252 2,029

特別利益   

前期損益修正益 163 －

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 79 45

その他 － 1

特別利益合計 243 48

特別損失   

前期損益修正損 10 －

固定資産除却損 18 46

投資有価証券評価損 50 105

減損損失 － 43

貸倒引当金繰入額 0 0

その他 3 9

特別損失合計 83 204

税引前当期純利益 2,411 1,872

法人税、住民税及び事業税 699 923

法人税等調整額 367 △76

法人税等合計 1,066 846

当期純利益 1,345 1,026
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,594 1,594

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,594 1,594

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,746 1,746

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,746 1,746

その他資本剰余金   

当期首残高 4 4

当期変動額   

自己株式の処分 △0 8

当期変動額合計 △0 8

当期末残高 4 13

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 398 398

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 398 398

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 280 277

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △1

固定資産圧縮積立金の積立 － 36

当期変動額合計 △3 34

当期末残高 277 312

固定資産圧縮特別勘定積立金   

当期首残高 － －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 － 1
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

別途積立金   

当期首残高 14,035 15,035

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 15,035 16,035

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,681 1,783

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

固定資産圧縮積立金の積立 － △36

固定資産圧縮積立金の取崩 3 1

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － △1

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

当期純利益 1,345 1,026

当期変動額合計 101 △257

当期末残高 1,783 1,525

利益剰余金合計   

当期首残高 16,395 17,493

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,345 1,026

当期変動額合計 1,097 779

当期末残高 17,493 18,273

自己株式   

当期首残高 △1,216 △1,238

当期変動額   

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 306

当期変動額合計 △21 298

当期末残高 △1,238 △939
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 18,525 19,601

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

当期純利益 1,345 1,026

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 315

当期変動額合計 1,076 1,086

当期末残高 19,601 20,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 887 632

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255 203

当期変動額合計 △255 203

当期末残高 632 835

評価・換算差額等合計   

当期首残高 887 632

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255 203

当期変動額合計 △255 203

当期末残高 632 835

純資産合計   

当期首残高 19,413 20,234

当期変動額   

剰余金の配当 △247 △246

当期純利益 1,345 1,026

自己株式の取得 △22 △7

自己株式の処分 0 315

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255 203

当期変動額合計 821 1,289

当期末残高 20,234 21,523
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（４）受注高・売上高・繰越高（個別）

（１）受注高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 48,282 64.0 46,735 67.8 △1,547 △3.2

建　　築　 27,166 36.0 22,147 32.2 △5,018 △18.5

計 75,449 100.0 68,883 100.0 △6,566 △8.7

官 公 庁 12,338 16.4 12,213 17.7 △124 △1.0

民　　間 63,111 83.6 56,669 82.3 △6,442 △10.2

計 75,449 100.0 68,883 100.0 △6,566 △8.7

（２）売上高 （単位　　百万円）

 　区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

完 成 工 事 高 ％ ％ ％

土　　木 49,722 68.3 47,044 64.3 △2,678 △5.4

建　　築 23,055 31.7 26,122 35.7 3,067 13.3

計 72,778 100.0 73,167 100.0 389 0.5

官 公 庁 11,208 15.4 12,205 16.7 996 8.9

民　　間 61,569 84.6 60,961 83.3 △607 △1.0

計 72,778 100.0 73,167 100.0 389 0.5

兼業事業売上高 596 ― 525 ― △70 △11.8

総 売 上 高 73,374 ― 73,693 ― 318 0.4

（３）次期繰越高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 32,877 61.2 32,568 65.8 △309 △0.9

建　　築　 20,872 38.8 16,897 34.2 △3,974 △19.0

計 53,749 100.0 49,465 100.0 △4,284 △8.0

官 公 庁 13,599 25.3 13,607 27.5 8 0.1

民　　間 40,150 74.7 35,857 72.5 △4,292 △10.7

計 53,749 100.0 49,465 100.0 △4,284 △8.0
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（５）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

上記を除く貸借対照表関係、損益計算書関係、株主資本等変動計算書関係、リース取引関係
有価証券関係、税効果会計関係、1株当たり情報関係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。

　また、重要な後発事象に関する注記事項については該当事項はありません。

６．その他
（１）役員の異動

開示内容が定まった時点で開示します。

（２）その他
該当事項はありません。
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平成24年5月11日

 平成24年3月期  決算発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名工建設株式会社

１．経営成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　    　　（単位：百万円、％）

  　（１）当期の受注高は、土木・建築の両部門ともに低調に推移し、前期比6,636百万円（8.7％）

　　　　　減少して70,022百万円となりました。

　　　　　これに対し売上高は、期初の繰越工事高の増加等により、前期比1,603百万円（2.2％）

　　　　　増加して75,710百万円となりました。

（２）利益面では 建設コストの上昇や一部不採算工事の発生により 完成工事総利益が前期

期 第69期 第70期 第71期

年度 22/3 23/3 24/3 増減額 増減率

受注高 70,136 76,659 70,022 △6,636 △8.7

売上高 76,367 74,106 75,710 1,603 2.2

売上総利益 7,789 7,222 6,756 △465 △6.4

営業利益 2,042 2,150 1,979 △171 △8.0

経常利益 2,070 2,252 2,090 △162 △7.2

税金等調整前純利益 2,008 2,411 2,143 △267 △11.1

当期純利益 1,008 1,352 1,266 △85 △6.3

前期比

    （２）利益面では、建設コストの上昇や一部不採算工事の発生により、完成工事総利益が前期

　　　  　比559百万円（8.0％）減少しましたので、兼業事業売上総利益が94百万円増加しましたが、

.　　 　　売上総利益は前期比465百万円（6.4％）減少して6,756百万円となりました。

　　　  　販売費及び一般管理費は、経費節約が浸透したことなどにより前期比293百万円減少しま

　 　 　　したので、営業利益は前期比171百万円（8.0％）の減少にとどまり1,979百万円となりました。

 　　 　　営業外収支は111百万円の利益となりましたので、経常利益は前期比162百万円（7.2％）

 　　 　　減少して2,090百万円となりました。

　  （３）特別損益では、負ののれん発生益や有価証券売却益などで特別利益269百万円がありま

　　　　　したので、有価証券評価損や固定資産除却損などの特別損失215百万円がありましたが、

　　　 　 差引き53百万円の利益となりました。

　　(４）以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比267百万円（11.1％）減少して2,143百万

　　　   円となりました。

　  　   これに法人税等及び法人税等調整額、少数株主持分などを控除して、当期純利益は前期

　    　 比85百万円（6.3％）減少して1,266百万円となりました。

期 第69期 第70期 第71期

年度 22/3 23/3 24/3 増減額 増減率

受注高 70,136 76,659 70,022 △6,636 △8.7

売上高 76,367 74,106 75,710 1,603 2.2

売上総利益 7,789 7,222 6,756 △465 △6.4

営業利益 2,042 2,150 1,979 △171 △8.0

経常利益 2,070 2,252 2,090 △162 △7.2

税金等調整前純利益 2,008 2,411 2,143 △267 △11.1

当期純利益 1,008 1,352 1,266 △85 △6.3

前期比
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２．財政状態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（１）総資産は、完成工事未収入金の減少や、投資抑制による固定資産の減少などにより、

　　　　 　前期比1,246百万円減少して57,770百万円となりました。

　　　（２）純資産は、当期純利益により利益剰余金が増加したほか、株式交換に伴う自己株式

　　　　 　の減少、株価回復による「その他有価証券評価差額金」の増加などにより、前期比976

　　　　　 百万円増加して22,131百万円となりました。

　　　（３）純資産が前期末比976百万円増加し、総資産は1,246百万円減少しましたので、自己資

　　　 　　本比率は前期末比3.3％上昇して38.1％となりました。

　　　 　　１株当たりの純資産も40.21円増加して871.41円となりました。

３．キャッシュ・フローの状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

23/3期 24/3期 前期比

59,017 57,770 △1,246

21,155 22,131 976

34.8 38.1 3.3

831.20 871.41 40.21１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

24/3期 2,834 △199 △2,577 57 1,935

23/3期 5,339 △669 △5,576 △907 1,878

キャシュ・フロー

　　　（1）営業活動による資金は、仕入債務の減少1,354百万円などの支払要因がありましたが、

　 　　　　税金等調整前当期純利益2,143百万円、減価償却費1,082百万円、売上債権の減少469

　　　　　 百万円などの収入が寄与しましたので、当期も2,834百万円の収入超過となりました。

　　　（2）投資活動による資金は、新規連結子会社取得による収入118百万円、投資有価証券の

　　 　　　売却93百万円などの収入がありましたが、有形固定資産投資が466百万円となりました

　　　　　　ので、199百万円の支払超過となりました。

　　　（3）財務活動による資金は、長短借入金を2,360百万円返済しましたので、2,577百万円の支

　　　　　 払超過となりました。

　　　（4）以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は前期末比57百万円増加して1,935

　　 　　　百万円となりました。

23/3期 24/3期 前期比

59,017 57,770 △1,246

21,155 22,131 976

34.8 38.1 3.3

831.20 871.41 40.21１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

24/3期 2,834 △199 △2,577 57 1,935

23/3期 5,339 △669 △5,576 △907 1,878

キャシュ・フロー
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４．受注高と売上高の部門別内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（１）受注高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・当期の受注環境は全般的に厳しく、土木部門は前期比1,502百万円（3.1％）減少し、建築

　　　　　部門も5,134百万円（18.1％）と大きく減少しました。

　　　　・分野別受注高は、官公庁は微減にとどまりましたが、民間が前期比6,531百万円（10.2％）

　　　　　減少しましたので、全体でも6,636百万円（8.7％）減少しました。

　　　　・官公庁の受注高は、当社事業エリアにおける発注量の減少と厳しい競争の結果で若干

　　　　 減少しましたが、総合評価方式への対応力は順調に強化できており、今後とも一層の受

　　　　 注増強に努めます。

　　　  ・民間部門の受注高は、東日本大震災に伴う民間設備投資や住宅投資の低迷により受

　　　　　注環境は厳しく、鉄道関係もピークを過ぎて平常水準に戻ってきているため、前期比で

　　　　　は大幅な減少となっております。

（２）売上高

23/3期 24/3期 増減 24/3構成比

土　木 48,291 46,789 △1,502 66.8

建　築 28,368 23,233 △5,134 33.2

官公庁 12,430 12,325 △104 17.6

民　間 64,229 57,696 △6,531 82.4

76,659 70,022 △6,636 100.0

部
門
別

分
野
別

計

23/3期 24/3期 増減 24/3構成比

土　木 49,730 47,091 △2,639 63.1

建　築 23,704 27,486 3,783 36.9

官公庁 11,309 12,292 983 16.5

民　間 62,125 62,285 160 83.5

73,434 74,578 1,143 100.0

671 1,132 460 　　　　－

74,106 75,710 1,603 　　　　－

部
門
別

分
野
別

小　計

兼業事業

売上高合計

　　（２）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・土木部門の売上高は、前期からの受注低迷により、前期比2,639百万円（5.3％）減少し

　　　　　ました。

　　　　　建築部門は期初の繰越工事が多く、前期比3,783百万円（16.0％）増加しました。

　　　　・分野別にみますと、官公庁は前期の受注増により、当期売上高は983百万円（8.7％）増

　　　　　加し、民間もほぼ前期並みで推移しましたので、全体では1,143百万円（1.6％）の増加と

　　　　　なりました。

　　　　・兼業事業売上高は、平成23年12月末より中部土地調査㈱が連結に加わりましたので前

　　　　　期比460百万円（68.5％）増加しました。

23/3期 24/3期 増減 24/3構成比

土　木 48,291 46,789 △1,502 66.8

建　築 28,368 23,233 △5,134 33.2

官公庁 12,430 12,325 △104 17.6

民　間 64,229 57,696 △6,531 82.4

76,659 70,022 △6,636 100.0

部
門
別

分
野
別

計

23/3期 24/3期 増減 24/3構成比

土　木 49,730 47,091 △2,639 63.1

建　築 23,704 27,486 3,783 36.9

官公庁 11,309 12,292 983 16.5

民　間 62,125 62,285 160 83.5

73,434 74,578 1,143 100.0

671 1,132 460 　　　　－

74,106 75,710 1,603 　　　　－

部
門
別

分
野
別

小　計

兼業事業

売上高合計
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５．.次期の見通し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　間で増加を図り、例年並みの受注高を目指します。

　　　経費節減に努め、安定収益の確保を図りますが、厳しい競争や資材・工賃等の

　　  コストアップ懸念などを考慮して、若干の減益を予想しております。

６．役員の異動

　　　・後日、決定次第発表いたします。

　　・平成24年度は、前年度と同様に厳しい受注環境が予想されますが、官公庁と民

　　・売上高は、期初の繰越工事高が前期比約47億円減少しておりますが、早期の受

　　　注確保に努め、ほぼ前年並みの75,000百万円を見込んでおります。

　　・利益につきましては、引続き不採算工事の受注抑制や収益管理の強化、並びに

通期 中間 通期 中間 通期 中間

受注高 70,022 24,108 76,000 31,000 5,977 6,891

売上高 75,710 31,962 75,000 31,000 △710 △962

営業利益 1,979 106 1,600 0 △379 △106

経常利益 2,090 185 1,700 70 △390 △115

当期純利益 1,266 33 950 35 △316 2

1株当たり純利益（円） 51.23 1.34 37.61 1.39 △13.62 0.05

1株当たり配当金(円） 10 5 10 5 0 0

25年3月期予想 前期比較24年3月期実績

７．その他

　Ⅰ．名駅一丁目計画（仮称）の建設着手決定について

　　　　当社の旧本社跡地につきましては、かねてより日本郵政株式会社・郵便局株

　　　式会社と共同開発に向けて協議してまいりましたが、平成24年3月に名駅一丁

　　　目計画（仮称）として計画概要が以下の通りまとまりました。

　　　　・所在地　　　：名古屋市中村区名駅1丁目1番1号、他

　　　　・敷地面積　　：約１２，１７７㎡

　　　　・延床面積　　：約１７９，０００㎡

　　　　・階数　　　　：高層棟…地上４０階、地下３階、塔屋１階

　　　　　　　　　　　　低層棟…地上１１階、地下１階、塔屋２階

　　　　・用途　　　　：事務所、商業施設、郵便局、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、駐車場

　　　　・事業主　　　：名工建設株式会社、郵便局株式会社

　　　　・工期　　　　：平成２５年夏頃　新築工事着工

　　　　　　　　　　　　平成２７年秋頃　竣工

通期 中間 通期 中間 通期 中間

受注高 70,022 24,108 76,000 31,000 5,977 6,891

売上高 75,710 31,962 75,000 31,000 △710 △962

営業利益 1,979 106 1,600 0 △379 △106

経常利益 2,090 185 1,700 70 △390 △115

当期純利益 1,266 33 950 35 △316 2

1株当たり純利益（円） 51.23 1.34 37.61 1.39 △13.62 0.05

1株当たり配当金(円） 10 5 10 5 0 0

25年3月期予想 前期比較24年3月期実績
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 Ⅱ．「第15次経営計画」の概要について

　　当社では、第15次経営計画を策定し、平成24年度（第72期）からスタートさせまし

　た。計画の概要は以下の通りです。

１．対象期間 

  平成 24年 4月～平成 27年 3 月 

 

２．基本方針 

  第 15 次経営計画では、当社を取り巻く厳しい環境に対して、「受注競争力」、「収益力」、「信

頼性」の３つのキーワードに基づく基本方針を掲げ、「強靭な経営体質」の確立を目標として重

点事項に取り組み、「安全と技術の名工」及び「社員が誇れる企業」の実現を目指します。 

 

   ☆基本方針   (1) 受注競争力向上による安定的な工事量の確保 

           (2) 収益基盤の堅持と将来に向けた更なる強化 

           (3) 信頼の確保と経営の安定性の向上 

   ☆目  標   「強靭な経営体質」の確立 

   ☆数値目標   ・重大な労働災害・鉄道運転事故 ・・・ ゼロ 

           ・受注高            ・・・ ８００億円  

           ・売上高            ・・・ ８００億円  

           ・経常利益率          ・・・ ３％ 

   ☆目指す企業像 「安全と技術の名工」 

           「社員が誇れる企業」 

 

３．重点事項 

・官公庁工事における競争力の向上 

・民 間 工 事における競争力の向上 

・大規模プロジェクトへの対応 

・経営の効率化 

・会社維持、発展のための技術力の確保 

・新規事業の可能性追求 

・安全の確保 

・異常時への対応とリスク管理 

・自ら考え行動し向上する社員の育成 

                                     以 上   

１．対象期間 

  平成 24年 4月～平成 27年 3 月 

 

２．基本方針 

  第 15 次経営計画では、当社を取り巻く厳しい環境に対して、「受注競争力」、「収益力」、「信

頼性」の３つのキーワードに基づく基本方針を掲げ、「強靭な経営体質」の確立を目標として重

点事項に取り組み、「安全と技術の名工」及び「社員が誇れる企業」の実現を目指します。 

 

   ☆基本方針   (1) 受注競争力向上による安定的な工事量の確保 

           (2) 収益基盤の堅持と将来に向けた更なる強化 

           (3) 信頼の確保と経営の安定性の向上 

   ☆目  標   「強靭な経営体質」の確立 

   ☆数値目標   ・重大な労働災害・鉄道運転事故 ・・・ ゼロ 

           ・受注高            ・・・ ８００億円  

           ・売上高            ・・・ ８００億円  

           ・経常利益率          ・・・ ３％ 

   ☆目指す企業像 「安全と技術の名工」 

           「社員が誇れる企業」 

 

３．重点事項 

・官公庁工事における競争力の向上 

・民 間 工 事における競争力の向上 

・大規模プロジェクトへの対応 

・経営の効率化 

・会社維持、発展のための技術力の確保 

・新規事業の可能性追求 

・安全の確保 

・異常時への対応とリスク管理 

・自ら考え行動し向上する社員の育成 

                                     以 上   

－5－


	表紙
	1-30.pdf
	1.pdf
	2-5
	6
	7-14
	15-20
	21-28
	29
	30

	短信発表1-5



