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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第49期より１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次   第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月   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 

完成工事高 （百万円） 203,336 186,334 203,930 247,687 278,869 

経常利益 （百万円） 9,062 4,741 9,104 12,377 15,278 

当期純利益 （百万円） 2,989 1,661 3,407 6,423 9,174 

純資産額 （百万円） 63,314 60,653 63,606 67,119 75,575 

総資産額 （百万円） 136,575 130,779 131,791 154,280 162,640 

１株当たり純資産

額 
（円） 544.69 543.59 569.90 611.97 686.15 

１株当たり当期純

利益 
（円） 25.56 14.00 29.51 56.59 81.94 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

（円） 22.52 13.34 27.50 56.55 81.82 

自己資本比率 （％） 46.4 46.4 48.3 43.5 46.5 

自己資本利益率 （％） 5.1 2.7 5.5 9.8 12.9 

株価収益率 （倍） 25.0 20.7 25.2 15.0 18.6 

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） 6,886 8,365 16,452 4,112 7,529 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） △357 △1,932 △256 △2,419 △2,858 

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） △14,035 △4,656 △15,918 △7,617 △12,125 

現金及び現金同等

物の期末残高 
（百万円） 19,325 21,643 21,893 15,973 8,537 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 5,465 5,310 5,024 6,567 

(1,033) 

7,110 

(1,469) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第48期の１株当たり配当額11円には、特別配当４円が含まれております。 

３．第50期の１株当たり配当額12円には、創立50周年記念配当１円が含まれております。 

４．第49期より１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

５．第49期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記

載しておりません。 

回次   第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月   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 

完成工事高 （百万円） 190,687 176,206 193,748 195,020 216,342 

経常利益 （百万円） 7,265 3,410 6,197 8,032 9,285 

当期純利益 （百万円） 2,330 820 2,122 4,024 5,060 

資本金 （百万円） 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 

発行済株式総数 （株） 117,812,419 117,812,419 117,812,419 117,812,419 117,812,419 

純資産額 （百万円） 59,685 56,249 57,872 59,046 63,482 

総資産額 （百万円） 129,940 124,156 124,760 127,305 130,411 

１株当たり純資産

額 
（円） 513.47 504.37 518.87 538.87 576.78 

１株当たり配当額

（内１株当たり中

間配当額） 

（円） 
11.00 

(0.00) 

11.00 

(5.00) 

12.00 

(5.00) 

11.00 

(5.00) 

15.00 

(7.00) 

１株当たり当期純

利益 
（円） 19.92 6.88 18.42 35.57 45.16 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

（円） 17.79 － 17.52 35.54 45.09 

自己資本比率 （％） 45.9 45.3 46.4 46.4 48.7 

自己資本利益率 （％） 4.2 1.4 3.7 6.9 8.3 

株価収益率 （倍） 32.0 42.2 40.3 23.9 33.8 

配当性向 （％） 54.9 159.9 65.1 30.9 33.2 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 3,870 3,541 3,267 3,372 

(236) 

3,352 

(341) 



２【沿革】 

昭和29年５月 日本電信電話公社の電気通信設備拡張計画に対応することを目的として資本金3,100万円にて協和

電設株式会社を設立 

昭和29年７月 建設大臣登録（ハ）第3825号をもって建設業者の認定を受ける 

昭和29年７月 日本電信電話公社から電気通信設備請負参加資格として、通信線路工事・通信機械工事・伝送無線

工事の各１級資格認定を受ける 

昭和29年９月 共同工業株式会社（資本金1,300万円）、日本電話工業株式会社（資本金600万円）を吸収合併し、

資本金5,000万円となる 

昭和29年９月 大阪支店（現在 関西支店）設置 

昭和31年６月 新協産業株式会社を設立 

昭和37年４月 横浜支店（現在 南関東支店）設置 

昭和37年５月 仙台支店（現在 東北支店）設置 

昭和38年１月 熊本支店（現在 九州支店内熊本支店）設置 

昭和38年２月 株式を東京証券取引所市場第２部に上場 

昭和39年４月 札幌支店（現在 北海道支店）、広島支店（現在 中国支店）設置 

昭和41年４月 立川支店（現在 西東京支店）、甲府支店（現在 西東京支店内甲信支店）設置 

昭和44年４月 協電工業株式会社（現在 協和シナックス）を設立 

昭和45年10月 水戸支店（現在 北関東支店）設置 

昭和47年２月 株式を東京証券取引所市場第１部に上場 

昭和48年１月 協和通信工業株式会社と合併 

このため登記上の設立年月は、上記合併会社の昭和21年12月となる 

昭和48年５月 株式を大阪証券取引所市場第１部に上場 

昭和50年11月 事業目的に「設計、測量」業務を追加 

昭和53年８月 株式が東京証券取引所貸借銘柄となる 

昭和57年12月 事業目的に「情報処理に関する業務及びこれに関連する機材、機器類の販売、賃貸、修理加工」を

追加 

昭和59年６月 福岡支店（現在 九州支店）、防府支店（現在 中国支店内山口支店）設置 

昭和60年６月 新栄通信株式会社（現・連結子会社）を設立 

昭和61年10月 協和物流サービス株式会社（現在 エクシオ物流サービス株式会社）を設立 

昭和62年12月 事業目的に次の業務を追加 

・空調、衛生給排水、消防等、建築設備の建設、保守 

・上下水道、産業廃水、産業廃棄物、脱臭施設等、環境保全設備の建設、保守 

・各種散水設備の建設、保守 

・特定労働者派遣事業 

昭和63年12月 事業目的に「調査、製造」業務を追加 

平成３年５月 株式会社協和エクシオに社名変更 

平成３年５月 山形支店（現在 東北支店内山形支店）設置 

平成４年10月 新協産業株式会社が株式会社エクシオ新協に商号を変更 

平成５年５月 研究開発センタ設置 

平成８年６月 事業目的に「不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理」業務を追加 

平成10年４月 東海支店設置 

平成11年１月 西日本本社設置、北関東支店を水戸市から大宮市（現在 さいたま市）に移転 

平成11年３月 本店を港区から渋谷区に移転 

平成11年12月 三幸通信工業株式会社（現在 株式会社エクシオ三幸）の増資を引き受け、株式を取得 

 



平成13年４月 株式会社昭和テクノス（資本金1,481百万円）と合併し、資本金6,888百万円となる 

合併にともない事業目的に次の業務を追加 

・工事監理およびコンサルティング 

・情報処理機器、電気通信機器、産業用・家庭用電気機器、建築資材、建設機械および自動車の販

売、賃貸および修理 

・損害保険代理業および生命保険募集業 

・駐車場の運営および管理 

平成13年６月 事業目的に次の業務を追加 

・電気通信事業法にもとづく第二種電気通信事業 

・電気通信事業者の代理店業 

平成13年７月 株式会社エクシオ新協が日東電業株式会社を吸収合併し、商号を株式会社エクシオアルテックに変

更 

平成13年７月 協和物流サービス株式会社が吸収分割により株式会社エクシオアルテックおよび大阪新協産業株式

会社（現・連結子会社）の営業の一部を承継し、商号をエクシオ物流サービス株式会社（現・連結

子会社）に変更 

平成14年４月 株式会社エクシオアルテックが大和電設株式会社を吸収合併 

平成14年４月 協電工業株式会社が協進電工株式会社を吸収合併 

平成15年１月 三幸通信工業株式会社が大和工業株式会社を吸収合併し、商号を株式会社エクシオ三幸（現・連結

子会社）に変更 

平成16年１月 株式会社エクシオアルテックが新設分割を行い、株式会社エコス北栄（現・連結子会社）を設立 

 平成16年４月  大和電設工業株式会社（現・連結子会社）の第三者割当増資を引き受け、株式を取得 

 平成16年５月  和興エンジニアリング株式会社（現・連結子会社）の株式を公開買付により取得 

平成16年５月 千葉支店設置 

平成16年６月 事業目的に「労働者派遣事業および有料職業紹介事業」業務を追加 

平成16年10月 北関東支店をさいたま市から水戸市に移転 

平成16年10月 協電工業株式会社が株式会社エクシオアルテックを吸収合併し、商号を株式会社協和シナックス

（現・連結子会社）に変更 

平成17年４月 株式会社カナック（現・連結子会社）の第三者割当増資を引き受け、株式を取得 

平成17年10月 四国支店設置 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社58社および関連会社13社で構成され、エンジニアリングソリューション事業（ＮＴ

Ｔ関連通信設備事業、通信設備・電気設備・都市土木事業）、ＩＴソリューション事業およびエコソリューション事

業を主な事業の内容とし、さらにこれに関連する物流・警備・コンサルティング業務等の事業活動を展開しており、

その概要を示せば、次のとおりであります。 

 また、当社グループは、建設業法の定めにより特定建設業者および一般建設業者として電気通信・土木・電気・

管・水道施設・清掃施設等各工事業の許可を受け、それらの工事の請負を主たる業務としております。 

  

エンジニアリングソリューション 

 情報通信ネットワーク構築の分野で培ってきた、ブロードバンドアクセス技術、土木技術、ネットワーク技術、電

気設備技術、モバイル技術を駆使して、基地局から端末機器に至るあらゆる通信設備について、設計から施工、保守

までの一元的なサービスを提供しております。 

〔ＮＴＴ関連通信設備事業〕 

 ＮＴＴグループ各社の各種通信設備工事 

・光ファイバケーブル等の各種通信線路設備工事、各種宅内端末機器の取付および配線工事 

・通信ケーブルを収容する施設（地下管路、マンホール、とう道等）の建設 

・移動通信基地局関連の建築工事および無線通信設備工事 

・マイクロ波通信、衛星通信等の無線通信設備工事 

・電話網、ＩＰ網、専用線等の通信サービス設備工事  

〔通信設備・電気設備・都市土木事業〕 

・ＮＴＴグループ以外の電気通信事業者各社の電話網、ＩＰ網、専用線等の通信サービス設備工事ならびに移動通

信基地局関連の建築工事および無線通信設備工事 

・鉄道通信工事、ＣＡＴＶ工事、電波障害関連工事、ＴＶ地上波デジタル化関連工事 

・オフィスビル、マンション等の電気・空調衛生設備工事 

・下水道工事（シールド工法・推進工法等）、電線共同溝等の土木工事   

・海外における各種通信ネットワーク構築 

上記工事等については、当社、和興エンジニアリング㈱、大和電設工業㈱ならびに㈱カナックが受注し施工するほ

か、工事および工事の材料等の一部を新栄通信㈱ほか子会社各社および関連会社各社に発注しております。また、こ

れら子会社および関連会社は当社以外からも受注し施工しております。 

ＩＴソリューション 

 ＩＴインフラ設備構築で培ったブロードバンド技術、モバイル技術、ＩＰ技術にセキュリティ技術、Ｗｅｂ技術、

ビジネスアプリケーション構築技術を融合して、コンサルティングから提案・設計・構築・保守・運用まで一貫した

ソリューションを提供しております。 

・ＬＡＮ/ＷＡＮ、ＶｏＩＰ、セキュリティ、ユビキタスに関するシステム構築 

・情報通信システムの企画、設計、構築およびメンテナンスならびに各種ソフトウェアの設計開発、販売およびメ

ンテナンス 

上記工事等については、当社、和興エンジニアリング㈱、大和電設工業㈱ならびに㈱カナックが受注し施工するほ

か、工事および工事の材料等の一部を㈱マルチメディア・テクノスほか子会社各社および関連会社各社に発注してお

ります。また、これら子会社および関連会社は当社以外からも受注し施工しております。 

エコソリューション 

「資源有効利用促進法」にもとづく廃棄物の減量・リサイクルを重点テーマとして設定し、保有する環境技術（水処

理技術・ごみ処理技術）にＩＴ技術、ネットワーク技術および土木技術を融合させたソリューションを提供しており

ます。 

・環境保全設備工事（畜産排水処理、バイオガスシステム、木質バイオマスボイラ、事業所排水浄化、河川浄化、

雨水貯留浸透システム、屋上緑化、焼却炉、灰溶融炉、炭化装置、生ゴミ処理装置、厨房排水除害設備、漁・農

業集落排水処理、下水処理場、最終処分場浸出水処理、汚泥減量化施設） 

上記工事等については、当社および㈱カナックが受注し施工するほか、工事の材料等の一部をエクシオ物流サービ

ス㈱に発注しております。 



その他事業（物流・警備・コンサルティング業務等） 

 物流業務、警備業務、コンサルティング業務等を行っております。 

当該事業については、エクシオ物流サービス㈱ほか子会社および関連会社の数社が事業を営んでおり、当社、和興

エンジニアリング㈱、大和電設工業㈱ならびに㈱カナックが受注し施工する工事に関連する当該業務の一部をこれら

子会社に委託しております。また、これら子会社および関連会社は当社以外からも受注し施工しております。 

 事業の系統図は概ね次のとおりであります。 

 なお、上記のうち、国内の証券市場に上場している会社は次のとおりであります。 

ジャスダック証券取引所：和興エンジニアリング㈱、大和電設工業㈱ 

大阪証券取引所市場第二部：㈱カナック 



４【関係会社の状況】 

会社名 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の

所有割合 

（％） 

関係内容 

（連結子会社）           

和興エンジニアリング㈱ 

(注)２,３,４ 

東京都 

港区 
909 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

ＩＴソリューション

事業 

59.2 

(7.3) 
役員の兼任等…有 

大和電設工業㈱ 

(注)２,３ 

仙台市 

青葉区 
1,049 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

ＩＴソリューション

事業 

55.4 

(4.2) 
役員の兼任等…有 

㈱カナック 

(注)２,３ 

香川県 

高松市 
932 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

ＩＴソリューション

事業 

エコソリューション

事業 

50.6 
当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

新栄通信㈱ 
東京都 

板橋区 
54 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(14.7) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱サンクレックス 
東京都 

荒川区 
50 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 
100 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

フジ電設㈱ 
東京都 

北区 
20 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

100 

(45.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

ソーシン建設㈱ 
東京都 

荒川区 
50 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

100 
当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

興陽電設㈱ 
東京都 

世田谷区 
95 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

100 
当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱協和シナックス 
東京都 

江戸川区 
90 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

99.9 

(46.7) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱エクシオ三幸 
東京都 

渋谷区 
42 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

88.0 

(23.7) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱イーネット 
東京都 

板橋区 
42 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(1.9) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱マルチメディア・テクノス 
東京都 

港区 
40 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

ＩＴソリューション

事業 

100 

(30.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱エクシオテクノ・コンサル

タント 

東京都 

板橋区 
30 

その他事業 

（コンサルティング

業務） 

100 

(50.0) 

当社工事に関連するコ

ンサルティング業務の

一部を委託 

役員の兼任等…有 

 



 （注）１．「議決権の所有割合」欄中の（ ）内は、間接所有のものを内書きで示しております。 

２．特定子会社であります。 

３．有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社であります。 

４．和興エンジニアリング㈱につきましては、完成工事高（連結子会社相互間の内部売上高を除く）の連結完成

工事高に占める割合が10％を超えておりますが、有価証券報告書を提出しているため主要な損益情報等の記

載を省略しております。 

５．上記のほか持分法適用関連会社（１社）がありますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

会社名 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の

所有割合 

（％） 

関係内容 

㈱キステム 
東京都 

台東区 
40 

その他事業 

（警備業務） 
100 

当社工事に関連する警

備業務の一部を委託 

役員の兼任等…有 

㈱新和製作所 
埼玉県 

川口市 
36 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

99.0 

(31.7) 

当社工事の材料等の購

入および当社工事の一

部を発注 

役員の兼任等…有 

エクシオ物流サービス㈱ 
東京都 

板橋区 
50 

その他事業 

（物流業務） 

99.9 

(19.7) 

当社工事の材料等の購

入および当社工事に関

連する資機材の管理業

務を委託 

役員の兼任等…有 

㈱三協エコス 
大阪市 

北区 
45 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(36.4) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱エクシオ昭陽 
京都市 

中京区 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(89.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱インフラテクノ 
大阪市 

西区 
50 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

100 
当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

大阪新協産業㈱ 
大阪市 

北区 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(48.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

協栄電設工業㈱ 
大阪市 

西区 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(40.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱キョクヨウ 
大阪市 

西区 
20 

その他事業 

（警備業務） 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(50.0) 

当社工事に関連する警

備業務の一部を委託お

よび当社工事の一部を

発注 

役員の兼任等…有 

㈱エコス北栄 
札幌市 

厚別区 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(40.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

中国通信建設㈱ 
広島県 

竹原市 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 
100 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱サンテック 
山口県 

防府市 
20 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 
100 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱ケイ・テクノス 
福岡市 

博多区 
50 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

100 

(10.0) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

㈱電盛社 
熊本県 

熊本市 
40 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 

ＩＴソリューション

事業 

100 

(21.1) 

当社工事の一部を発注 

役員の兼任等…有 

その他 21社 － － － － － 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

(3)労働組合の状況 

 当社の労働組合は、協和エクシオ労働組合として組織されており、全国情報・通信・設備建設労働組合連合会に

所属し、上部団体の情報産業労働組合連合会に加盟しております。 

 なお、労使関係は安定しており、平成18年３月31日現在における協和エクシオ労働組合の組合員数は2,409人で

あります。 

 また、連結子会社数社の労働組合も、全国情報・通信・設備建設労働組合連合会に所属し、上部団体の情報産業

労働組合連合会に加盟しておりますが、いずれも労使関係は安定しております。 

  平成18年３月31日現在

区分 従業員数（人） 

エンジニアリングソリュ

ーション 

ＮＴＴ関連通信設備事業 4,547 (1,050) 

通信設備・電気設備・都

市土木事業 
548 (84) 

ＩＴソリューション 1,282 (62) 

エコソリューション 58 (5) 

その他事業（物流・警備・コンサルティング業務等） 303 (218) 

全社（共通） 372 (50) 

合計 7,110 (1,469) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

 3,352（341） 41.3 16.0 7,064 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業が収益力の向上を背景に設備投資を積極的に進めたことに加え、個

人消費が堅調に伸び、景気回復基調を維持しました。 

 情報通信分野におきましては、固定通信ではブロードバンド回線利用者が増加するとともにＩＰ電話や映像配信

などブロードバンドを利用したサービスが普及拡大し、通信事業者間の競争に拍車が掛かりました。また、移動通

信では平成18年秋頃より導入予定の番号ポータビリティサービスを見据えたサービス品質の向上や新サービスの導

入に加え、三事業者の新規参入が認められるなど、移動通信事業者間の競争が一層熾烈なものとなってきており、

情報通信分野の市場構造が大きく変化してきました。 

 主な取引先でありますＮＴＴグループ各社におきましては、平成16年11月の中期経営戦略において掲げられた安

心・安全なブロードバンド・ユビキタスネットワークの構築に向け、次世代ネットワーク本格導入に先立ったフィ

ールドトライアル実施を予定されるなど、情報通信ネットワーク社会形成への具体的な取り組みを開始されており

ます。 

 ＮＴＴグループ以外の通信事業者におきましても光アクセス化、通信ネットワークのＩＰ化への取り組みを加速

されております。さらに移動通信分野でもサービス品質の向上や新サービス提供のためのネットワーク構築等の設

備投資が積極的に行なわれました。 

  このような情勢下において当社グループはいち早く「光Ｎｏ.１企業」を目標に掲げ、急速に普及する情報通信

ネットワークの光化、ＩＰ化に対応すべく光アクセス技術者、ＩＰ技術者を育成し、施工能力の向上、強化に努め

てまいりました。さらに移動通信分野では、サービス品質向上の要請に対応できる技術者の確保、施工体制の拡充

や品質向上のための対策を推進するとともに、ＩＴ、エコロジー関連においては、企画・提案による事業領域の拡

大にも努めてまいりました。 

 また、当連結会計年度から四国地域を営業基盤とする株式会社カナックを子会社化して施工基盤の強化および営

業領域の拡大を図ったほか、子会社の再編を行うなどグループとして経営効率の向上を推進してまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は2,812億３千万円(前年同期比109.9％)、完成工事高

は2,788億６千９百万円(前年同期比112.6％)となりました。また、損益面につきまして経常利益は152億７千８百

万円(前年同期比123.4％)、当期純利益は91億７千４百万円(前年同期比142.8％)となり、３期連続の増収増益を達

成するとともに、完成工事高、経常利益、当期純利益におきましても２期連続で過去最高を更新いたしました。 

① エンジニアリングソリューション 

ＮＴＴ関連通信設備事業につきましては、光アクセスサービスの普及拡大にともない光ファイバ関連工事が増

加したこと、また第三世代携帯サービスの品質向上のための基地局工事が増加したことなどから受注高、完成工

事高ともに増加いたしました。その結果、受注高は1,802億５千１百万円(前年同期比112.3％)、完成工事高は

1,762億５千３百万円(前年同期比112.1％)となりました。 

 通信設備・電気設備・都市土木事業につきましては、ＮＴＴグループ以外の通信事業者各社に対し積極的な営

業を展開するなど業容拡大を図った一方で、コスト競争の厳しい分野において利益重視の選別受注を進めた結

果、受注高は570億８百万円(前年同期比103.3％)、完成工事高は588億８千６百万円(前年同期比100.5％)となり

ました。 

② ＩＴソリューション 

通信事業者各社における通信ネットワークＩＰ化のための工事が増加したこと、また計画的に強化、育成して

きたＳＩ・ＳＥ技術者による企画提案型営業に積極的に取り組み業容拡大に努めてきた結果、受注高は340億６

千８百万円(前年同期比113.7％)、完成工事高は347億６千９百万円(前年同期比126.7％)となりました。 

③ エコソリューション 

 リサイクル施設関連工事を重点テーマとした大型案件の受注推進を図ってきておりますが、当該案件が翌期へ

ずれ込んだことなどから受注は減少したものの、前期から繰越した排水処理施設工事などが完成したことによ

り、受注高は52億８千４百万円(前年同期比71.2％)、完成工事高は43億４千１百万円(前年同期比278.4％)とな

りました。 

④ その他事業（物流・警備・コンサルティング業務等） 

工事量の増加にともない警備事業が堅調であったことと資材販売を中心とした物流業務が増加したことに加

え、当連結会計年度より株式会社カナックを連結の範囲に含めたことから、受注高は46億１千７百万円(前年同

期比163.2％)、完成工事高は46億１千７百万円(前年同期比158.7％)となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ74億３千

６百万円減少し、85億３千７百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益による資金の増加および売上

債権の増加による資金の減少などにより75億２千９百万円となり、前年同期に比べ34億１千６百万円の資金増加と

なりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、技術センタの建設および投資有価証券の取得などに

より28億５千８百万円となり、前年同期に比べ４億３千９百万円の資金減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は、社債の償還、短期借入金の返済および配当金の支払

などにより121億２千５百万円となり、前年同期に比べ45億８百万円の資金減少となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注実績 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）売上実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高およびその割合は、次のとおりであります。 

 （注）株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモについては、地域ドコモ８社を含めて記載しております。 

区分 
受注高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比 
（％） 

エンジニアリング 

ソリューション 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 
180,251 112.3 31,015 115.1 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 
57,008 103.3 25,973 99.8 

ＩＴソリューション 34,068 113.7 4,473 86.4 

エコソリューション 5,284 71.2 10,993 109.4 

その他事業 

（物流・警備・コンサルティング業務等） 
4,617 163.2 68 98.6 

合計 281,230 109.9 72,524 106.3 

区分 売上高（百万円） 前年同期比（％） 

エンジニアリング 

ソリューション 

ＮＴＴ関連通信設備

事業 
176,253 112.1 

通信設備・電気設

備・都市土木事業 
58,886 100.5 

ＩＴソリューション 34,769 126.7 

エコソリューション 4,341 278.4 

その他事業 

（物流・警備・コンサルティング業務等） 
4,617 158.7 

合計 278,869 112.6 

相手先 

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） 

売上高 
（百万円） 

割合（％） 
売上高 
（百万円） 

割合（％） 

東日本電信電話株式会社 63,487 25.6 68,364 24.5 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 53,770 21.7 68,233 24.5 

西日本電信電話株式会社 32,334 13.1 33,988 12.2 



 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。 

（受注工事高及び施工高の状況） 

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

第51期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

第52期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．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があるものについては、当期受注工事高にその

増減額を含んでおります。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

３．次期繰越工事高の施工高は工事進捗部分に対応する受注工事高であります。 

４．当期施工高は（当期完成工事高＋次期繰越工事高(うち施工高)－前期繰越施工高）に一致いたします。 

  

(2)受注工事の受注方法別比率 

 受注は、競争入札を原則としております。 

区分 
前期繰越 
工事高 
（百万円） 

当期受注 
工事高 
（百万円） 

計 
（百万円） 

当期完成 
工事高 
（百万円） 

次期繰越工事高 
当期 
施工高 
（百万円） 

手持 
工事高 
（百万円）

うち施工高 
（百万円） 

             ％     

エンジニア

リングソリ

ューション 

ＮＴＴ関連

通信設備事

業 

20,483 128,681 149,164 125,595 23,569 40.1 9,441 127,414 

通信設備・

電気設備・

都市土木事

業 

25,990 45,059 71,049 46,813 24,235 20.9 5,072 42,371 

ＩＴソリューション 1,669 23,473 25,142 21,051 4,091 46.6 1,906 22,551 

エコソリューション 4,185 7,420 11,606 1,559 10,046 8.3 835 1,951 

計 52,328 204,634 256,963 195,020 61,943 27.9 17,254 194,289 

区分 
前期繰越 
工事高 
（百万円） 

当期受注 
工事高 
（百万円） 

計 
（百万円） 

当期完成 
工事高 
（百万円） 

次期繰越工事高 
当期 
施工高 
（百万円） 

手持 
工事高 
（百万円）

うち施工高 
（百万円） 

             ％     

エンジニア

リングソリ

ューション 

ＮＴＴ関連

通信設備事

業 

23,569 145,461 169,030 141,382 27,648 30.9 8,539 140,480 

通信設備・

電気設備・

都市土木事

業 

24,235 39,832 64,068 43,120 20,947 33.4 6,996 45,044 

ＩＴソリューション 4,091 26,565 30,657 27,523 3,134 50.8 1,591 27,208 

エコソリューション 10,046 5,348 15,395 4,316 11,078 7.0 776 4,257 

計 61,943 217,207 279,151 216,342 62,808 28.5 17,903 216,991 



３【対処すべき課題】 

 今後のわが国経済の見通しにつきましては、量的金融緩和政策解除にともなう金利上昇懸念や米国経済の減速懸念

などの不確実な要素はあるものの、設備投資と企業収益は堅調に推移し、雇用と個人消費は回復基調が続くと予想さ

れることから、景気回復が持続するものと思われます。 

 情報通信分野におきましては、光アクセスサービスを中心としたブロードバンドサービスの拡大、携帯電話のサー

ビスの多様化・高度化が引き続き加速し、さらに次世代ネットワークの構築により固定と移動、通信と放送等サービ

スが融合化し、新たなビジネスモデルの展開が進行するものと思われます。一方、携帯電話事業において新規参入事

業者がサービスの開始を予定するなど、激変する市場構造のなか通信事業者間の競争はますます激化するものと想定

されます。 

 当社グループといたしましては、このような環境を事業拡大の好機と捉え、次の３つのソリューションを軸として

展開してまいります。まず、エンジニアリングソリューションでは、今後より一層の普及拡大が予想される光アクセ

ス網の構築能力を高め、顧客の要望に即応できる設計施工体制の整備・強化を引き続き推進してまいります。また、

次世代ネットワーク構築と既存ネットワークからの円滑な移行のための技術者の育成や施工能力の充実強化を図りま

す。併せて、既存ネットワークの維持・保全に必要な技術力と労働力の確保にも努めてまいります。携帯電話事業に

ついては、各社のサービス品質向上・拡大に対応すべく、施工能力の充実強化も引き続き進めてまいります。一方、

全国施工保守体制強化にも引き続き取り組み、幅広い技術力と全国展開力を武器にソリューション営業を展開してま

いります。 

 ＩＴソリューション事業では、企画提案型営業を確立するためＳＩ・ＳＥの強化、拡充に努めてまいりましたが、

当社グループの強みを活かした付加価値のより高いサービス提供に傾注してまいります。 

 エコソリューション事業では、社会のニーズが高まる環境関連の中でも廃棄物の減量・リサイクルを重点テーマに

お客様へ企画提案し、受注拡大を図ってまいります。 

 これらの取り組みを通じ、長年培った情報通信設備の構築技術を軸足に、蓄積してきた技術力の有機的結合と連携

により、付加価値を創造し、事業領域を深掘・拡大し企業グループの成長を目指してまいります。変革のスピードが

速い事業環境のなか、エクシオグループは情報通信ネットワーク構築のリーディングカンパニーとして今後の新たな

成長段階へ進化を遂げるため、注力分野への経営資源のシフトを行い、グループ企業価値の継続的な向上に邁進する

所存であります。 

４【事業等のリスク】 

特定の取引先との関係について 

 当社グループは情報通信設備工事、情報システム事業等が主な事業の内容であるため、国内最大手の電気通信事業

者であるＮＴＴグループ各社を主要な取引先としており、取引先が保有する情報通信設備および顧客情報などの重要

な財産を取り扱って事業を運営しております。今後、ＮＴＴグループ各社の技術革新等により投資構造が大きく変化

した場合や不測の事態により安全品質管理および情報管理に不備を発生させた場合には、当社グループとの取引額に

影響を与える可能性があります。当社としては安全品質管理および情報管理に対する重要性を十分認識し、各種マネ

ジメントシステムの確実な実行や社員研修での徹底指導など社内管理体制を整備してその管理強化に取り組んでおり

ます。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 



６【研究開発活動】 

 当社グループは、ＩＴ関連技術等による事業分野の拡大につながる研究開発および各工事部門への技術支援につな

がる施工の効率化、安全確保、品質向上等に関する技術開発を鋭意進めております。また大学等との共同研究開発に

も積極的に取り組み、技術開発促進の一助とするほか、企業発展に欠かせない「知的財産権」の獲得に向けて取り組

んでおります。 

 当連結会計年度における研究開発費の総額は４億４千１百万円であり、主な研究開発成果は次のとおりでありま

す。 

（1）エンジニアリングソリューション 

 ①マンホール補強工法の共同研究開発 

 マンホール等地下埋設物の敷設においては、道路設計荷重の増大、コンクリートの経年劣化によるひび割れ、

コンクリート剥離などにより、マンホール内の収容物に重大な障害を与える危険性が生じております。このよう

な状況を踏まえ、マンホールの補強策として、炭素繊維強化プラスチック板（ＣＦＲＰ）と隅角部補強材（レジ

ン製）の組み合わせにより、経年劣化しているマンホールの構造再生補修補強について、他社と共同研究開発を

行い技術の確立をいたしました。今後は、本技術を活用した補強工法として、各埋設物所有企業にソリューショ

ンビジネスとして大きく貢献できるものと思われます。 

  ②超大口径推進工法に関する技術の開発 

 超大口径推進(φ3500mm)は、分割タイプの特殊掘進機および分割型推進管推進で、世界初の施工技術でありま

す。本技術開発は、従来の大口径推進の適用領域および推進理論をベースとして、九州大学との共同研究によ

り、超大口径推進を学術的に解析し、工法理論の確立を図りました。この推進工法理論の確立により、新しい超

大口径推進分野をリードするとともに、工事の安全・品質の向上、施工の効率化に大きく貢献できるものと思わ

れます。 

（2）ＩＴソリューション 

  ①ＥＡＩ・モバイルセントレックス連携技術の開発 

 携帯電話を内線端末として利用するとともに、社内のデータにもアクセスが可能なモバイルセントレックスが

注目されております。企業内の情報基盤としてのデータは、ＥＡＩ(Enterprise Application Integration)など

を導入し、既存システムのコスト削減や一元管理により情報基盤整備が図られておりますが、これらは別々に稼

動しております。このような状況を踏まえ、ＥＡＩにより統合されたデータを、モバイルセントレックスでも活

用できるＥＡＩ・モバイルセントレックス連携技術の開発を行いました。今後は本技術を活用したソリューショ

ンビジネスへの貢献ができるものと思われます。 

   ②危機管理システムの開発 

 近年、学校や病院などで頻発している部外者による侵入事件に対して、緊急時対応システムの導入が検討され

ています。そこで、モバイルセントレックスを緊急通報連絡用として利用可能なシステムの開発を行いました。

緊急時には、携帯電話から短縮ダイヤル発信のような簡単操作で複数の人に一斉に緊急通報メッセージを送るこ

とができます。また、携帯電話所有者の位置情報取得機能やWebカメラとの連携で緊急時の対応が飛躍的に向上し

ます。この開発によりモバイルセントレックスの付加価値商品として、ソリューションビジネスに貢献できるも

のと思われます。 

（3）エコソリューション 

  ①バチルス菌利用排水処理技術の開発 

 有機性排水処理には活性汚泥法が適しており、その処理施設の施工実績を積んでおりますが、一般的な処理方

法であるため他社との競争が厳しいのが現状であります。そこで、バチルス菌を用いた排水処理方法の効果検証

を行い、その有効性を確認いたしました。これはさらなるシステムの性能向上を図るとともに、独自システムの

構築を目指したものであります。本システムは一般的な活性汚泥法よりも低イニシャルコスト・低ランニングコ

ストであるため、今後は、排水処理施設設置工事において、本技術がソリューションビジネスとして貢献できる

ものと思われます。 

   ②汚泥減量効率化技術の開発 

 有機性排水の浄化施設等から発生する余剰汚泥の産業廃棄物処分費は、今後、さらに上昇する傾向であり、今

まで以上に「汚泥減量化技術」へのニーズが高まることが予測されます。そこで、汚泥破砕ノズルを用いた汚泥

減量装置のさらなる効率化・コストダウンの検討を実施するとともに精度の高い設計指針の構築を目指します。

これにより、商品価値ならびに競争力の向上等、ソリューションビジネスとして貢献できるものと思われます。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 
(1）財政状態 
  当連結会計年度においては、株式会社カナックおよび同社の連結子会社を新たに連結の範囲に含めたことが財政
状態全般に影響しております。当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して、83億５千９百万円
増加し、1,626億４千万円（前年同期比105.4％）となり、負債合計は26億４千７百万円減少し、808億７千３百万
円（前年同期比96.8％）、少数株主持分は25億５千１百万円増加し、61億９千１百万円（前年同期比170.1％）、
資本合計は84億５千６百万円増加し、755億７千５百万円（前年同期比112.6％）となりました。 

①  資産  
  流動資産においては、技術センタの建設等の設備投資を行ったこと、社債の償還および短期借入金の返済等に
より現金預金および有価証券が減少しましたが、期末直近に完成した工事の増加にともなう完成工事未収入金の
増加等により、当連結会計年度末における流動資産合計の残高は1,102億９千１百万円（前年同期比104.6％）と
なりました。 
  また、固定資産においては、技術センタの建設等により、当連結会計年度末における固定資産合計の残高は
523億４千８百万円（前年同期比107.2％）となりました。 

②  負債 
   流動負債においては、社債の償還および短期借入金の返済により減少したものの、期末直近に完成した工事の
増加にともなう支払手形・工事未払金の増加等により、当連結会計年度末における流動負債合計の残高は652億
７千万円（前年同期比104.7％）となりました。 
   また、固定負債においては、確定拠出年金制度への移行に伴い長期未払金が増加したものの、退職給付引当金
の減少および社債の流動負債への振替により減少したことなどから固定負債合計の残高は156億３百万円（前年
同期比73.7％）となりました。 

③  資本 
   当期純利益の増加を反映し利益剰余金が増加したことにより、当連結会計年度末における資本合計は755億７
千５百万円（前年同期比112.6％）となりました。 

   以上の結果、流動比率は前連結会計年度末と比較して0.1ポイント低下し、169.0％となり、固定比率は3.5ポ
イント低下し、69.3％となりました。また、自己資本比率は3.0ポイント上昇し、46.5％となりました。 

(2）経営成績 
 当連結会計年度においては、連結子会社の増加による要因に加え、当社および既存の連結子会社の業績も堅調に
推移したことから当連結会計年度の業績は、前連結会計年度と比較して増収増益となりました。 

① 完成工事高 
 完成工事高は、連結子会社の増加による要因に加え、エンジニアリングソリューション分野における光ファイ
バ関連工事の増加およびＩＴソリューション分野における通信ネットワークＩＰ化工事の増加等により、前連結
会計年度と比較して311億８千２百万円増加し、2,788億６千９百万円（前年同期比112.6％）となりました。 

② 完成工事総利益 
 完成工事総利益は、上記による完成工事高の増加要因に加え、従来より継続して実施してきた固定費削減や子
会社の経営改善・連携強化等により採算性が向上したことなどから、前連結会計年度と比較して34億１千９百万
円増加し、343億８千３百万円（前年同期比111.0％）となりました。 

③ 販売費及び一般管理費、営業利益 
 販売費及び一般管理費は、連結子会社の増加による要因に加え、ＩＴ分野の多様な顧客ニーズに応えるための
営業要員の増強等により、前連結会計年度と比較して８億７千１百万円増加し、198億４千６百万円（前年同期
比104.6％）となりました。 
 この結果、営業利益は前連結会計年度と比較して25億４千８百万円増加し、145億３千７百万円（前年同期比
121.3％）となりました。 

④ 営業外損益、経常利益 
 営業外収益は、投資有価証券売却益の計上などにより前連結会計年度と比較して１億７百万円増加し、16億１
千９百万円（前年同期比107.1％）となりました。 
 営業外費用は、社債の償還および短期借入金の返済による支払利息の減少などにより前連結会計年度と比較し
て２億４千４百万円減少し、８億７千８百万円（前年同期比78.2％）となりました。 
 この結果、経常利益は前連結会計年度と比較して29億円増加し、152億７千８百万円（前年同期比123.4％）と
なりました。 

⑤ 特別損益、法人税等、少数株主利益および当期純利益 
 特別利益は、退職給付信託設定益の計上により３億９千１百万円（前年同期比206.7％）となり、前連結会計
年度と比較して２億２百万円増加しました。 
 特別損失は、減損損失、長期滞留債権貸倒引当金繰入額および退職給付制度移行損失の計上により14億８千９
百万円（前年同期比289.4％）となり、前連結会計年度と比較して９億７千４百万円増加しました。 
 法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度と比較して５億６千２百万円増加し、60億６千万円（前年同期
比110.2％）となるとともに、法人税等調整額は前連結会計年度と比較して16億４千１百万円増加し、18億９千
９百万円（前年同期比735.0％）となりました。 
 少数株主利益は、連結子会社の業績が好調であったことから前連結会計年度と比較して４億５千５百万円増加
し、８億４千４百万円（前年同期比216.9％）となりました。 
 この結果、当期純利益は前連結会計年度と比較して27億５千１百万円増加し、91億７千４百万円（前年同期比
142.8％）となりました。また、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）も25.35円増加し81.94円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度に実施した設備投資の総額は18億１千９百万円であり、その主なものは、当社の新木場総合技術セ

ンタおよび中央技術研修センタの新築、工事用機械設備の取得等であります。 

 なお、生産能力に重大な影響を与えるような固定資産の売却、撤去等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループは、エンジニアリングソリューション事業（ＮＴＴ関連通信設備事業、通信設備・電気設備・都市土

木事業）、ＩＴソリューション事業およびエコソリューション事業を主な事業の内容とし、さらにこれに関連する物

流・警備・コンサルティング業務等の事業活動を展開しておりますが、大半の設備は全ての工事および事業に共通的

に使用されているため、提出会社におきましては主要な事業所ごとに、子会社におきましては主要な設備を有する子

会社を、それぞれ一括して記載しております。 

(1）提出会社 

平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 建物・ 

構築物 
（百万円） 

機械・運搬具・
工具器具備品 
（百万円） 

土地 
合計 

（百万円） 面積 
（㎡） 

金額 
（百万円） 

本社 

（東京都渋谷区） 

5,465 

  

1,125 

  

40,188.88 

(3,284.37)

8,390 

  

14,981 

  

1,777 

(126)

北海道支店 

（札幌市厚別区） 

188 

  

3 

  

10,105.16 

(1,285.64)

563 

  

756 

  

86 

(13)

東北支店 

（仙台市若林区） 

311 

  

7 

  

24,051.22 

(13,172.14)

805 

  

1,125 

  

195 

(34)

北関東支店 

（茨城県水戸市） 

111 

  

1 

  
13,194.76 

101 

  

215 

  

49 

(20)

西東京支店 

（東京都立川市） 

180 

  

2 

  

9,011.99 

(8,222.77)

706 

  

889 

  

74 

(16)

南関東支店 

（横浜市神奈川区） 

179 

  

14 

  

12,569.58 

(4,000.00)

1,288 

  

1,482 

  

71 

(7)

東海支店 

（名古屋市中村区） 

－ 

  

2 

  

－  

  

－  

  

2 

  

68 

(17)

関西支店 

（大阪市西区） 

（注）３． 

1,639 

  

38 

  

26,431.87 

(10,371.74)

1,718 

  

3,396 

  

707 

(43)

中国支店 

（広島市西区） 

249 

  

7 

  

9,515.52 

(15,910.00)

558 

  

815 

  

144 

(33)

九州支店 

（福岡市南区） 

180 

  

19 

  

4,002.04 

(12,707.10)

358 

  

558 

  

181 

(32)

合計 8,507 

  

1,223 

  

149,071.02 

(68,953.76)

14,492 

  

24,222 

  

3,352 

(341)



(2）国内子会社 

平成18年３月31日現在

 (3)在外子会社 

 該当事項はありません。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書きしております。 

３．提出会社の西日本本社については、関西支店と同一所在であり、かつ業務調整を目的とした組織であるた

め、不動産および固定資産を所有しておりません。そのため、従業員数を含めて同支店にて集計しておりま

す。 

４．提出会社の各事業所における技術センタおよび資材置場等として、建物および土地を賃借（月額56百万円）

しております。なお、土地の面積については（ ）で外書きしております。 

会社名 
（所在地） 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 建物・ 

構築物 
（百万円） 

機械・運搬具・
工具器具備品 
（百万円） 

土地 
合計 

（百万円） 面積 
（㎡） 

金額 
（百万円） 

和興エンジニアリン

グ㈱ 

（東京都港区） 

1,526 388 45,528.96 3,509 5,423 642 

(18)

大和電設工業㈱ 

（仙台市青葉区） 
337 61 64,010.43 1,383 1,782 245 

(42)

㈱カナック 

（香川県高松市） 
488 33 41,260.81 1,516 2,038 128 

(18)

新栄通信㈱ 

（東京都板橋区） 
28 4 284.72 146 178 145 

(46)

ソーシン建設㈱ 

（東京都荒川区） 
7 1 1,460.00 112 121 33 

(10)

興陽電設㈱ 

（東京都世田谷区） 
18 5 1,530.00 454 478 38 

(4)

㈱協和シナックス 

（東京都江戸川区） 
204 11 1,008.87 138 355 196 

(33)

㈱エクシオ三幸 

（東京都渋谷区） 
119 37 2,466.79 81 238 148 

(57)

エクシオ物流サービ

ス㈱ 

（東京都板橋区） 

199 24 147.83 12 236 74 

(5)

㈱インフラテクノ 

（大阪市西区） 
136 3 1,475.40 259 398 26 

(2)

㈱ケイ・テクノス 

（福岡市博多区） 
40 2 2,532.00 81 124 38 

(24)



５．土地建物のうち賃貸中の主なもの。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

６．リース契約による賃借設備のうち主なもの。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

事業所名 土地（㎡） 建物（㎡） 

本社 5,528.20 1,530.58 

東北支店 216.00 690.44 

北関東支店 177.38 227.60 

西東京支店 267.00 152.65 

南関東支店 － 166.98 

関西支店 1,072.18 796.28 

中国支店 490.78 155.26 

計 7,751.54 3,719.79 

会社名 土地（㎡） 建物（㎡） 

上記連結子会社11社 3,339.35 6,758.90 

設備の内容 リース期間（年） 年間リース料（百万円） 

事務用機器・工事用車両 4～5 701 

会社名 設備の内容 リース期間（年） 年間リース料（百万円） 

上記連結子会社

11社 

事務用機器・工

事用車両 
4～5 85 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 経営規模の拡大、施工の機械化等にともない事務所、機械設備などの拡充更新を推進しつつあり、その計画は次の

とおりであります。 

(1)重要な設備の新設等 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度における「本社新規技術センタ建設」計画は、平成17年９月に完成し、運用を開始しており

ます。 

３．当中間連結会計期間における「本社技術研修センタ建設」計画は、平成18年１月に完成し、運用を開始して

おります。 

４．南関東支店新規技術センタ用地取得および建設計画は、平成18年３月31日までに用地取得にいたっていない

ため計画を継続するものであり、同センタ建設は、用地取得後計画を実施する予定であります。 

５．九州支店新規支店社屋取得については、平成17年９月までに同支店社屋用地の取得を完了しており、同支店

社屋建設計画について継続するものであります。 

６．関西支店新規技術センタ建設計画は、当社所有敷地内に建設予定であります。 

７．社内システム構築に伴う投資予定額であります。 

８．光ファイバ関連工事、次世代携帯電話技術等に対応する機器等の取得であります。 

 ９．既支払額は、寮建設用地の取得に係る支出であります。 

(2）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

内容 

投資予定額 
資金調達
方法 

着手年月 
完了予定 
年月 

完成後の
増加能力 総額 

（百万円） 
既支払額 
（百万円） 

 提出会社 
 南関東支店 

（横浜市神奈川区） 

新規技術センタ用

地取得  (注)４ 
700 － 自己資金

 平成18年

下期  
－ － 

 提出会社 
 南関東支店 

（横浜市神奈川区） 

新規技術センタ建

設    (注)４ 
200 － 自己資金 － － － 

 提出会社 
 九州支店 

（福岡市南区） 

新規支店社屋建設 

          (注)５ 
450 － 自己資金

 平成18年 

５月  

 平成19年 

３月 
－ 

 提出会社 
 関西支店 

（大阪市西区） 

新規技術センタ建

設    (注)６ 
200 － 自己資金

平成18年 

６月  

平成18年 

９月  
－ 

 提出会社 
 本社 

（東京都渋谷区） 

システム開発 

           (注)７ 
3,000 43 自己資金

平成17年 

12月  

平成19年 

３月  
－ 

 提出会社 － 
機械装置・工具・

器具等取得(注)８ 
165 － 自己資金 － － － 

 ㈱カナック 
 本社 

 (香川県高松市） 

牟礼寮（仮称）建

設       (注)９ 
141 31 自己資金

平成18年 

８月  

平成19年 

１月  
－ 

 連結子会社 － 

建物改修・機械装

置・工具・器具等

取得 

214 － 自己資金 － － － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

  旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成14年６月27日定時株主総会決議 

 （注）１. 新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、新株予約権は失効します。 

 (1) 懲戒解雇および諭旨解雇 

 (2) 新株予約権者が当社との信頼関係を著しく損なう行為があったと当社が判断したとき 

 (3) 死亡 

 (4) 自己都合（自由選択定年制の適用を含む）による退職 

２．その他の条件は、平成14年６月27日開催の当社第48回定時株主総会および同日開催の当社取締役会決議にも

とづき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 

(平成18年３月31日) 
提出日現在発行数（株） 
(平成18年６月23日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 117,812,419 117,812,419 

㈱東京証券取引所 

（市場第一部） 

㈱大阪証券取引所 

（市場第一部） 

－ 

計 117,812,419 117,812,419 － － 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 82 82 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 82,000 82,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 619 619 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日 

至 平成19年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 
該当なし 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他の処分は

認めない。 
同左 



②平成17年６月28日定時株主総会決議 

 （注）１. 新株予約権者が、当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役の地位を喪失（死亡による場合を含

む。）した場合、新株予約権は失効します。ただし、当社または当社子会社の取締役が任期満了により退任

した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。 

２．その他の条件は、平成17年６月28日開催の当社第51回定時株主総会および同日開催の当社取締役会決議にも

とづき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 655 655 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 655,000 655,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,002 1,002 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月２日 

至 平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 
該当なし 同左 

新株予約権の行使の条件 (注) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他の処分は

認めない。 
同左 



(3）【発行済株式数、資本金等の推移】 

 （注）株式会社昭和テクノスとの合併による増加であります。 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式7,922,340株は、「個人その他」に7,922単元および「単元未満株式の状況」に340株を含めて記載

しております。 

２．「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ１単元

および96株含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成13年４月１日 

（注） 
10,951,774 117,812,419 1,481 6,888 1,439 5,761 

  株式会社協和エクシオ 株式会社昭和テクノス 

合併比率 1 0.799 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 
  

金融機関 
  

証券会社 
  

その他の法
人 
  

外国法人等 
個人その他 

  
計 
  

個人以外 個人 

株主数（人） ― 77 32 93 129 1 5,085 5,417 ― 

所有株式数 

（単元） 
― 51,535 640 23,739 17,808 2 22,813 116,537 1,275,419 

所有株式数の

割合（％） 
― 44.22 0.55 20.37 15.28 0.00 19.58 100 ― 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 15,055 12.78 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 8,407 7.14 

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６－１ 5,767 4.90 

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 5,766 4.89 

みずほ信託 退職給付信託 

昭和電線電纜口 再信託受託者 

資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８－12 

晴海アイランド トリトンスクエア 

オフィスタワーＺ棟 

5,151 4.37 

株式会社フジクラ 東京都江東区木場１丁目５番１号 4,400 3.74 

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目 

１－１ 
3,594 3.05 

ピクテ アンド シー 

ヨーロッパ エスエー 

１ ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ ＲＯＹＡＬ 

Ｌ－2016 ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ 

ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ 

3,018 2.56 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 2,688 2.28 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 

日本生命証券管理部内 
1,962 1.67 

計 － 55,810 47.37 



 （注）１．上記のほか、当社が保有している自己株式が7,922千株（6.72％）あります。 

    ２. 住友信託銀行株式会社から平成18年５月15日付で提出されました大量保有報告書に関する変更報告書により

平成18年４月30日現在（報告義務発生日）で、以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当

社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。 

    ３. 野村證券株式会社およびその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社、野村信託銀行株式会

社、NOMURA INTERNATIONAL PLCおよびMAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbHから平成17年９月15日付

で提出されました大量保有報告書に関する変更報告書により平成17年８月31日現在（報告義務発生日）で、

合計4,786千株（所有割合4.06％）保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、共同保有のうち、主な会社は以下のとおりであります。 

    ４. 株式会社みずほ銀行およびその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、第一勧業

アセットマネジメント株式会社および富士投信投資顧問株式会社から平成17年２月15日付で提出されました

大量保有報告書により平成17年１月31日現在（報告義務発生日）で、合計6,811千株（所有割合5.78％）保

有している旨の報告を受けておりますが、株式会社みずほ銀行以外の４社につきましては当社として当事業

年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、共同保有のうち、主な会社は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 提出日
報告義務
発生日 

所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

住友信託銀行株式会社 平成18年５月15日 平成18年４月30日 6,921 5.87 

氏名又は名称 提出日
報告義務
発生日 

所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

野村アセットマネジメン

ト株式会社 
平成17年９月15日 平成17年８月31日 3,947 3.35 

氏名又は名称 提出日
報告義務
発生日 

所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

第一勧業アセットマネジ

メント株式会社 
平成17年２月15日 平成17年１月31日 2,001 1.70 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,000株（議決権の数１個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 8,212,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 108,325,000 108,325 － 

単元未満株式 普通株式 1,275,419 － － 

発行済株式総数   117,812,419 － － 

総株主の議決権   － 108,325 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式）           

株式会社協和エクシオ 
東京都渋谷区渋谷

三丁目29番20号 
7,922,000 － 7,922,000 6.72 

（相互保有株式）           

協和エクシオ協力会 
東京都渋谷区渋谷

三丁目29番20号 
270,000 － 270,000 0.23 

大東工業株式会社 
東京都目黒区下目

黒２丁目７－４ 
10,000 － 10,000 0.01 

株式会社アトムシステム 

神奈川県藤沢市南

藤沢５－９朝日生

命藤沢ビル８階 

10,000 － 10,000 0.01 

計 － 8,212,000 － 8,212,000 6.97 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。 

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定にもとづき、平成14年６月27日第48回定時株主総会終結時

に在任する当社の取締役および従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成14年６

月27日の第48回定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、その

時点以降、次の算式により目的たる株式の数（新株予約権１個当たりの目的たる株式数を含む）を調整し、

調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、その

時点以降、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる

ものとします。 

３．(1) 新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、新株予約権は失効するものとします。 

① 懲戒解雇および諭旨解雇 

② 新株予約権者が当社との信頼関係を著しく損なう行為があったと当社が判断したとき 

③ 死亡 

④ 自己都合（自由選択定年制の適用を含む）による退職 

(2) その他の条件は、平成14年６月27日開催の当社第48回定時株主総会および同日開催の当社取締役会決議

にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによってお

ります。 

４．平成16年４月23日開催の当社取締役会において、新株予約権者５名（取締役１名、従業員４名）の退職等に

ともない失効した新株予約権21個について、消却することを決議しました。 

これにより、新株予約権の数（株式の数）は463,000株となっております。 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 19名 

当社従業員（幹部社員）43名 

当社従業員（工事長） 50名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 484,000(注)１,４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 619(注)２ 

権利行使期間 平成16年７月１日～平成19年６月30日 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×新株の１株当たり払込金額 

調整後株式数＝調整前株式数÷ 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×新株の１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



（平成17年６月28日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定にもとづき、当社取締役および従業員ならびに当社子会社

の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成17年６月28日の第51回定時株主総

会において特別決議されたものであります。 

 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる

ものとします。 

      また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的た

る株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、新株予約権の目的たる株式の数を適切に調整

できるものとします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的た

る株式の数を調整すべき場合にも当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとします。 

３．(1) 新株予約権者が、当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役の地位を喪失（死亡による場合

を含む。）した場合、新株予約権は失効します。ただし、当社または当社子会社の取締役が任期満了に

より退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではあり

ません。 

   (2) その他の条件は、平成17年６月28日開催の当社第51回定時株主総会および同日開催の当社取締役会決議

にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによりま

す。 

決議年月日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 20名 

当社従業員 103名 

当社子会社取締役 21名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 
655,000（新株予約権１個につき普通株式1,000株） 

(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,002(注)２ 

権利行使期間 平成19年７月２日～平成21年６月30日 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

調整後株式数＝調整前株式数× 分割または併合の比率 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割または併合の比率 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ロ【子会社からの買受けの状況】 

      該当事項はありません。 

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

（注）会社の財政状態、株価動向等を総合的に勘案して自己株式の取得を行った結果、未行使割合は50％以上となりま

した。 

  

ニ【取得自己株式の処理状況】 

ホ【自己株式の保有状況】 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注）平成18年６月23日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条第２項の規定

により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めてお

ります。 

  平成18年６月23日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会での決議状況 

（平成17年６月28日決議） 
1,100,000 1,000,000,000 

前決議期間における取得自己株式 55,000 51,945,000 

残存決議株式数及び価額の総額 1,045,000 948,055,000 

未行使割合（％） 95.0 94.8 

  平成18年６月23日現在

区分 
処分、消却又は移転株式数 

（株） 
処分価額の総額（円） 

新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得

自己株式 
550,000 476,300,000 

消却の処分を行った取得自己株式 － － 

合併、株式交換、会社分割に係る取得自己株式の移転 － － 

  平成18年６月23日現在

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 7,506,000 

  平成18年６月23日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 



(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 株主配当は、業績ならびに今後の事業展開等を勘案しながら、株主の皆様への還元を重視した上で安定した配当を

継続していくことを基本方針としております。 

 また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、成長分野への事業拡大など長期的な視点で企業価値を高め

るための投資および株主還元としての自己株式の取得にも弾力的に活用したいと考えております。 

 上記の方針にもとづき当期の配当につきましては、１株につき期末配当を８円とし、中間配当７円とあわせ、従来

の年間11円に４円増配し、15円の配当を行うことといたしました。 

 なお、当期の中間配当についての取締役会決議は平成17年11月18日に行っております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月 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 

最高（円） 1,259 667 782 1,036 1,746 

最低（円） 600 260 253 608 827 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,123 1,326 1,550 1,746 1,746 1,550 

最低（円） 1,018 1,074 1,310 1,417 1,347 1,354 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役

取締役会長 
  貝淵 俊二 昭和12年１月14日生 

平成３年６月 日本電信電話株式会社常務取締役関西

支社長 

平成８年６月 当社取締役副社長安全品質管理本部長

兼テレコムエンジニアリング本部長 

平成９年６月 当社代表取締役社長 

平成15年６月 当社代表取締役会長（現在） 

58 

代表取締役

取締役社長 
  髙島 征二 昭和18年９月14日生 

平成８年６月 日本電信電話株式会社取締役東北支社

長 

平成11年１月 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株

式会社代表取締役社長 

平成14年６月 当社代表取締役専務営業統括本部長 

平成15年６月 当社代表取締役社長（現在） 

27 

専務取締役 
西日本本社代

表 
田中 軍治 昭和19年６月30日生 

平成７年12月 株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコム

エンジニアリング関西代表取締役社長 

平成10年６月 株式会社昭和テクノス常務取締役線路

部長 

平成11年６月 同社代表取締役社長 

平成13年４月 当社常務取締役技術統括本部土木エン

ジニアリング本部長兼営業統括本部副

本部長兼技術統括本部研究開発センタ

所長 

平成14年７月 当社常務取締役営業統括本部副本部長

兼同本部土木営業本部長兼技術統括本

部研究開発センタ所長 

平成15年６月 当社常務取締役土木営業本部長兼研究

開発センタ所長 

平成16年１月 当社常務取締役西日本本社代表 

平成16年６月 当社専務取締役西日本本社代表（現

在） 

32 

専務取締役 

ＩＴソリュー

ション事業本

部長兼研究開

発センタ所長 

浅川 進 昭和20年１月10日生 

平成10年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

山梨支店長 

平成12年４月 当社入社 

平成13年２月 当社移動通信エンジニアリング本部副

本部長 

平成13年６月 当社取締役移動通信エンジニアリング

本部長 

平成15年６月 当社常務取締役ＩＴソリューション本

部長兼同本部ＳＥ本部長兼同本部企画

部長 

平成15年７月 当社常務取締役ＩＴソリューション本

部長兼同本部企画部長 

平成16年１月 当社常務取締役ＩＴソリューション本

部長兼同本部企画部長兼研究開発セン

タ所長 

平成16年６月 当社専務取締役ＩＴソリューション事

業本部長兼同本部システム開発本部長

兼研究開発センタ所長 

平成16年７月 当社専務取締役ＩＴソリューション事

業本部長兼研究開発センタ所長（現

在） 

11 

常務取締役 
事業開発本部

長 
伊東 仁史 昭和17年５月17日生 

平成３年７月 建設省北陸地方建設局道路部長 

平成５年５月 川崎市助役 

平成９年５月 社団法人日本橋梁建設協会専務理事 

平成16年２月 当社入社 

平成16年６月 当社常務取締役事業開発本部長（現

在） 

6 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 
環境システム

営業本部長 
岩田 光昭 昭和21年４月３日生 

昭和45年４月 当社入社 

平成10年６月 当社システムエンジニアリング本部設

備本部長 

平成12年６月 当社取締役システムエンジニアリング

本部設備本部長 

平成12年７月 当社取締役営業統括本部環境システム

部長 

平成14年４月 当社取締役営業統括本部環境システム

営業本部長 

平成15年６月 当社取締役環境システム営業本部長 

平成16年６月 当社常務取締役環境システム営業本部

長（現在） 

13 

常務取締役 

ＩＴソリュー

ション事業本

部副本部長兼

同本部ＩＴソ

リューション

営業本部長兼

同本部海外本

部長 

山下 照雄 昭和21年９月15日生 

平成11年１月 株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコム

エンジニアリング東北代表取締役社長 

平成14年７月 当社入社 

平成14年８月 当社営業統括本部第二通信営業本部長 

平成15年６月 当社取締役ＩＴソリューション本部副

本部長兼同本部営業本部長 

平成16年６月 当社常務取締役ＩＴソリューション事

業本部副本部長兼同本部営業本部長 

平成17年６月 当社常務取締役ＩＴソリューション事

業本部副本部長兼同本部ＩＴソリュー

ション営業本部長兼同本部海外本部長

（現在） 

4 

常務取締役 
ＮＴＴ営業本

部長 
酒井 輝隆 昭和22年８月20日生 

平成10年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・テレコム

エンジニアリング四国代表取締役社長 

平成13年６月 当社入社 

平成14年６月 当社取締役技術統括本部アクセスエン

ジニアリング本部担当部長兼カスタマ

サービス部準備室長 

平成14年７月 当社取締役技術統括本部カスタマサー

ビス部長 

平成15年６月 当社取締役ＴＥ営業本部副本部長 

平成16年１月 当社取締役ＴＥ営業本部長 

平成16年４月 当社取締役ＮＴＴ営業本部長 

平成16年６月 当社常務取締役ＮＴＴ営業本部長（現

在） 

10 

常務取締役 

経営企画部長

兼同部第二部

門長 

鈴木 喜晶 昭和23年２月９日生 

平成７年４月 芙蓉総合リース株式会社取締役経営企

画室長 

平成12年６月 当社入社 

平成13年10月 当社グループ事業推進部長 

平成14年６月 当社取締役グループ事業推進部長 

平成15年６月 当社取締役経営企画部長兼グループ事

業推進部長 

平成16年６月 当社常務取締役経営企画部長 

平成18年６月 当社常務取締役経営企画部長兼同部第

二部門長（現在） 

8 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 

移動通信本部

長兼同本部ド

コモ営業本部

長 

杉田 裕次 昭和25年11月４日生 

平成11年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

衛星ビジネス部長 

平成13年７月 当社入社 

平成13年７月 当社移動通信エンジニアリング本部営

業本部長 

平成15年６月 当社取締役移動通信エンジニアリング

本部長兼同本部営業本部長 

平成16年４月 当社取締役移動通信エンジニアリング

本部長兼同本部ドコモ営業本部長 

平成17年６月 当社常務取締役移動通信エンジニアリ

ング本部長兼同本部ドコモ営業本部長 

平成18年６月 当社常務取締役移動通信本部長兼同本

部ドコモ営業本部長（現在） 

7 

取締役 

ＩＴソリュー

ション事業本

部副本部長兼

同本部ＣＥ営

業本部長兼同

本部ＣＥ営業

本部第二営業

部長 

多田 彰吾 昭和22年６月６日生 

昭和45年４月 当社入社 

平成９年４月 当社システムエンジニアリング本部営

業本部第三営業部長 

平成12年７月 当社営業統括本部ＣＥ営業本部長 

平成15年６月 当社取締役ＣＥ営業本部長 

平成17年６月 当社取締役ＩＴソリューション事業本

部副本部長兼同本部ＣＥ営業本部長 

平成18年４月 当社取締役ＩＴソリューション事業本

部副本部長兼同本部ＣＥ営業本部長兼

同本部ＣＥ営業本部第二営業部長（現

在） 

5 

取締役 土木本部長 堀邊 豊 昭和24年10月18日生 

平成６年７月 日本電信電話株式会社戸塚支店長 

平成11年６月 日本ユーティリティサブウェイ株式会

社代表取締役副社長 

平成13年７月 当社入社 

平成14年７月 当社技術統括本部土木エンジニアリン

グ本部長 

平成15年６月 当社取締役土木エンジニアリング本部

長 

平成16年１月 当社取締役土木エンジニアリング本部

長兼土木営業本部長 

平成18年４月 当社取締役土木本部長（現在） 

8 

取締役 財務部長 小出 範夫 昭和25年１月31日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成12年７月 当社関西支店経営企画部長 

平成13年10月 当社グループ事業推進部担当部長 

平成15年６月 当社取締役財務部長（現在） 

9 

取締役 

ＳＥ本部長兼

同本部プライ

ベートネット

ワーク部長兼

ＩＴソリュー

ション事業本

部副本部長 

八木 剛 昭和24年９月10日生 

平成13年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社ソリューション事業部情

報流通プラットフォーム営業部長 

平成15年２月 同社ソリューション事業部プラットフ

ォーム推進部長 

平成15年７月 当社入社 

平成15年７月 当社ＩＴソリューション本部ＳＥ本部

長 

平成16年６月 当社取締役ＩＴソリューション事業本

部副本部長兼同本部ＳＥ本部長 

平成18年４月 当社取締役ＳＥ本部長兼同本部プライ

ベートネットワーク部長兼ＩＴソリュ

ーション事業本部副本部長（現在） 

4 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 人事部長 嶋本 昭洋 昭和24年９月29日生 

昭和49年４月 当社入社 

平成11年１月 当社海外本部企画部長 

平成13年６月 当社人事部長 

平成16年６月 当社取締役人事部長（現在） 

19 

取締役 

安全品質管理

本部長兼同本

部安全品質監

査部長 

庄司 修 昭和26年３月10日生 

平成11年３月 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株

式会社取締役首都圏支店長 

平成14年５月 当社入社 

平成14年６月 当社西日本営業本部長 

平成16年２月 当社西日本ＴＥ本部長 

平成16年４月 当社西日本ＮＴＴ本部長 

平成16年６月 当社取締役西日本ＮＴＴ本部長 

平成18年６月 当社取締役安全品質管理本部長兼同本

部安全品質監査部長（現在） 

4 

取締役 調達本部長 上野谷 拓也 昭和23年５月30日生 

平成14年５月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー

千葉代表取締役社長 

平成16年６月 当社入社 

平成16年６月 当社調達本部長 

平成17年６月 当社取締役調達本部長（現在） 

3 

取締役 

ネットワーク

エンジニアリ

ング本部長 

西野 成一 昭和26年９月27日生 

平成12年８月 西日本電信電話株式会社サービス運営

部長 

平成15年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ネオメイ

ト取締役ＩＴビジネス本部長 

平成16年６月 当社入社 

平成16年６月 当社ネットワークエンジニアリング本

部長 

平成17年６月 当社取締役ネットワークエンジニアリ

ング本部長（現在） 

3 

取締役 関西支店長 髙橋 勝已 昭和24年２月27日生 

平成14年５月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ネオメイ

ト中国代表取締役社長 

平成17年７月 当社入社 

平成17年７月 当社西日本本社副代表兼西日本本社安

全品質管理本部長 

平成18年６月 当社取締役関西支店長（現在） 

3 

取締役 
経営企画部 

第一部門長 
矢挽 晃 昭和27年７月26日生 

平成15年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社ネットワーク事業部長 

平成16年６月 同社取締役ネットワーク事業部長 

平成18年６月 当社取締役経営企画部第一部門長（現

在） 

3 

 



 （注）常勤監査役川上正幾、監査役川田洋、同清水孝悦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常勤監査役   池田 定雄 昭和22年２月６日生 

昭和44年４月 当社入社 

平成９年10月 当社経理部長 

平成10年６月 当社取締役経理部長 

平成10年７月 当社取締役経理部長兼資材部長 

平成11年10月 当社取締役経理部長 

平成13年10月 当社取締役財務部長 

平成15年６月 当社常務取締役調達本部長 

平成16年６月 当社常勤監査役（現在） 

15 

常勤監査役   川上 正幾 昭和18年９月30日生 

平成８年12月 日本電信電話株式会社マルチメディア

システム開発推進センタ所長 

平成９年７月 アンリツ株式会社入社 

平成10年６月 同社取締役ＮＴＴ営業本部長 

平成12年６月 同社常務執行役員メジャメントソリュ

ーションズバイスプレジデント 

平成13年６月 同社常務執行役員ネットワークソリュ

ーションズプレジデント 

平成14年７月 同社常務理事営業統括本部アドバイザ

ー 

平成16年４月 同社顧問 

平成16年６月 当社監査役 

平成17年６月 当社常勤監査役（現在） 

3 

監査役   川田 洋 昭和16年10月７日生 

平成元年４月 日本電信電話株式会社関東支社企業通

信システム本部副本部長 

平成４年５月 エヌ・ティ・ティ・プリンテック株式

会社入社 

平成８年１月 同社取締役商印営業本部新規営業統括

部長 

平成９年１月 極光電機産業株式会社常務取締役 

平成12年10月 東芝ソシオシステムサポート株式会社

参与 

平成13年６月 当社常勤監査役 

平成17年６月 当社監査役（現在） 

7 

監査役   清水 孝悦 昭和16年10月24日生 

平成８年６月 エヌ・ティ・ティ・インターネット株

式会社常務取締役総務部長 

平成11年６月 ニッタン株式会社常務取締役 

平成17年６月 当社監査役（現在） 

－ 

        計 263 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 当社グループでは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼される誠実で透明性の高い経営を実現

するため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持することを最優先

課題の一つに掲げており、社会環境、法制度等の変化に応じた経営監視体制等、当社グループにふさわしい仕組みを

随時検討し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け継続した改善を図ることを基本方針としております。 

(1）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 ① 会社の機関の内容、内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 

 当社は監査役制度を継続して採用しており、社外監査役３名を選任しております。 

 取締役会は、20名で構成されており、経営の基本方針および業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務

の執行を監督するとともに、毎月の業績について執行状況を管理しております。さらに、委員会等設置会社制度の

長所を取り入れ、取締役会内に「指名委員会」「内部統制委員会」「報酬委員会」の三委員会を設置し、企業統治

の更なる充実に努めております。指名委員会は、取締役候補の選任等に関する審議を、内部統制委員会は、取締役

の職務執行の監督に関する事項等の審議を、報酬委員会は、取締役報酬・賞与等に関して審議を行い、取締役会へ

所要事項を報告しております。 

また、当社は事業活動に関わる情報資産のセキュリティ確保による社会的な責任を果たすため、情報セキュリテ

ィマネジメントシステムを構築、運用するとともに、情報セキュリティ最高責任者（ＣＳＯ）の配置や情報セキュ

リティ委員会の設置等、適切な管理体制づくりに取り組んでおります。 

なお、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）については、平成18年１月に全部門に認証を拡大す

るとともに、プライバシーマークを平成18年３月に取得するなど、情報管理の徹底を進めております。 

 ② 役員報酬および監査報酬の内容 

 当期における当社の取締役および監査役に対する役員報酬、および当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対

する監査報酬は以下のとおりであります。 

 ③ 内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

 内部監査については、法務業務を兼務する監査部スタッフ３名により、業務監査ならびにリスクマネジメント監

査を中心に、当社全部門およびグループ子会社を対象として監査を実施しております。また、法律事務所と顧問契

約を締結し、法務関連の諸問題の指導・助言を受けております。 

 監査役監査については、社外監査役３名を含めた監査役４名で構成される監査役会の定めた年度監査計画にもと

づき、取締役会等重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、主要な事

業所、子会社の業務・財産状況の調査等所要の監査を実施しております。また、当社グループが健全で持続的な成

長を確保し、社会的信頼に応える良質なガバナンス体制を確立するため、当社常勤監査役と各子会社の監査役で構

成されるグループ監査役会議等を実施し、相互に緊密な連携を図り監査機能を充実させることにより、監査役監査

の実効性を確保しております。 

 会計監査については、あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、商法・証券取引法等にもとづく中間・期末

監査のほか、期中においても適宜監査を受けております。当社の監査業務を執行した公認会計士はあずさ監査法人

指定社員である沖恒弘と縄田直治の２名であり、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士６名、その他５名であ

ります。 

 内部監査、監査役監査および会計監査の実施にあたっては、各々の年間監査計画策定時の意見交換、期中におけ

る事業部門・支店等の事業所および子会社監査時の情報交換、ならびに中間・年度監査報告会等の定例会合を通じ

て、適正な監査意見形成のための実効的な連携に努めております。 

(2）会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社は社外取締役は選任しておりません。また、当社と社外監査役との間に取引等の利害関係はありません。 

    役員報酬       監査報酬（当社および連結子会社） 

  取締役に支払った報酬 262百万円   
公認会計士法第２条第１項に

規定する業務にもとづく報酬
71百万円 

  監査役に支払った報酬 34百万円   上記以外の報酬 3百万円 

  計 297百万円   計 74百万円 



 当社グループの経営組織およびコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。なお当社は平成

18年５月12日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を以下のとおり決議しております。 

（概要図） 

（内部統制システムの基本方針に関する取締役会決議の概要） 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 コンプライアンス・マニュアルを制定し、取締役及び従業員が法令、社内規則及び社会理念を遵守した行動

をとるための規範や行動基準を定めるとともに、リスクの未然防止と早期解決のための内部通報制度を設置す

る。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務の執行に係る情報は、文章及び記録の管理に関する規程に則り保存及び管理を適正に実施する

とともに、監査役からの閲覧請求には速やかに対応する。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 代表取締役社長の下にリスク管理体制を構築し、リスク管理の推進を図るとともに、内部監査部門は独立し

た立場から監査を実施し、代表取締役社長に報告する。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 代表取締役社長は取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、目標達成に向けて各部門が実施すべき

施策を策定し、取締役会の承認を得て業務遂行に当たる。代表取締役社長をはじめ取締役は、各種会議を活用

し、円滑な業務遂行のための情報交換、指示・支援を行うとともに、社内システムを活用した事業計画の進捗

管理を行い、取締役会において定期的にレビューを実施する。 

５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 グループ企業としての業務の適正を確保するための部門を設置し、円滑な業務運営に努めるとともに、内部

監査部門によりグループ企業各社の業務の有効性、適正性の監査を実施する。 

６．監査役の職務を補助すべき使用人の体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役の職務を補助すべき従業員を設置する場合は、業務執行から独立した専属の組織を設けるとともに、

当該従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の承認を得る。  

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告の体制及び監査役の監査が実効的に

行われることを確保するための体制 

 監査役に報告すべき経営上重要な事項を明確にするとともに、監査役に対して取締役及び従業員から適宜ヒ

アリングを実施する機会を設ける。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準

じて記載しております。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則にもとづいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）第２条の規定にもとづき、同規則および「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令

第14号）により作成しております。 

 ただし、第51期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則にもとづいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定にもとづき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）および第51期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）ならびに当連結会計年度（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）および第52期（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表および財務諸

表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【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日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金預金   9,478  8,532 

受取手形・完成工事未収入金   66,303  75,579 

有価証券   6,660  68 

未成工事支出金等   17,556  19,449 

繰延税金資産   3,460  4,673 

その他   2,357  2,430 

貸倒引当金   △383  △442 

流動資産合計   105,434 68.3  110,291 67.8

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

建物・構築物 ※２ 23,318 24,942   

減価償却累計額   11,800 11,517 12,882 12,059 

機械・運搬具工具器具備品   9,987 10,051   

減価償却累計額   7,903 2,083 7,951 2,100 

土地 ※２ 21,848  22,613 

建設仮勘定   －  12 

有形固定資産合計   35,450 23.0  36,786 22.6

２．無形固定資産   975 0.6  1,060 0.7

３．投資その他の資産      

投資有価証券 ※１ 7,051  8,663 

長期繰延税金資産   3,446  3,100 

その他 ※１ 2,993  4,747 

貸倒引当金   △1,070  △2,009 

投資その他の資産合計   12,420 8.1  14,501 8.9

固定資産合計   48,845 31.7  52,348 32.2

資産合計   154,280 100  162,640 100 

       
 



    
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

支払手形・工事未払金   29,587  34,040 

短期借入金   2,230  911 

社債（１年以内償還予定）   9,600  4,500 

未払金   －  2,381 

未払費用   8,189  9,068 

未払法人税等   5,006  5,515 

未成工事受入金   3,720  5,153 

賞与引当金   403  684 

完成工事補償引当金   402  116 

受注工事損失引当金   419  938 

その他   2,799  1,960 

流動負債合計   62,359 40.4  65,270 40.1

Ⅱ 固定負債      

社債   4,500  － 

長期未払金   －  5,818 

退職給付引当金   12,952  6,857 

役員退職慰労引当金   562  698 

投資損失引当金   238  322 

長期繰延税金負債   1,339  617 

連結調整勘定   1,403  1,123 

その他   165  165 

固定負債合計   21,161 13.7  15,603 9.6

負債合計   83,521 54.1  80,873 49.7

       

（少数株主持分）      

少数株主持分   3,639 2.4  6,191 3.8

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※５ 6,888 4.5  6,888 4.2

Ⅱ 資本剰余金   5,761 3.7  5,868 3.6

Ⅲ 利益剰余金   58,750 38.1  66,340 40.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,286 0.8  1,794 1.1

Ⅴ 自己株式 ※６ △5,567 △3.6  △5,316 △3.2

資本合計   67,119 43.5  75,575 46.5

負債、少数株主持分及び資本合計   154,280 100  162,640 100 

       



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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 完成工事高   247,687 100 278,869 100 

Ⅱ 完成工事原価   216,723 87.5 244,485 87.7

完成工事総利益   30,964 12.5 34,383 12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 18,975 7.7 19,846 7.1

営業利益   11,988 4.8 14,537 5.2

Ⅳ 営業外収益     

受取利息   21 14   

受取配当金   154 198   

投資有価証券売却益   － 209   

連結調整勘定償却額   730 645   

その他   605 1,511 0.6 549 1,619 0.6

Ⅴ 営業外費用     

支払利息   371 193   

固定資産除却損   － 139   

貸倒引当金繰入額   284 129   

その他   467 1,122 0.4 415 878 0.3

経常利益   12,377 5.0 15,278 5.5

Ⅵ 特別利益     

退職給付信託設定益   － 391   

固定資産売却益 ※３ 189 189 0.1 － 391 0.1

Ⅶ 特別損失     

減損損失 ※４ － 228   

長期滞留債権貸倒引当金繰
入額 

  － 523   

退職給付制度移行損失   － 737   

投資有価証券評価損   106 －   

固定資産売却損 ※５ 170 －   

投資損失引当金繰入額   238 514 0.2 － 1,489 0.5

税金等調整前当期純利益   12,052 4.9 14,180 5.1

法人税、住民税及び事業税   5,497 6,060   

法人税等調整額   △258 5,238 2.1 △1,899 4,160 1.5

少数株主利益   389 0.2 844 0.3

当期純利益   6,423 2.6 9,174 3.3

      



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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   5,761   5,761

Ⅱ 資本剰余金増加高     

 自己株式処分差益   － － 107 107

Ⅲ 資本剰余金期末残高   5,761   5,868

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   53,783   58,750

Ⅱ 利益剰余金増加高     

当期純利益   6,423 6,423 9,174 9,174

Ⅲ 利益剰余金減少高     

利益配当金   1,331 1,425 

役員賞与金   118 158 

自己株式処分差損   7 － 

持分変動差額   － 1,456 0 1,584

Ⅳ 利益剰余金期末残高   58,750   66,340

      



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利益   12,052 14,180 

減価償却費   2,251 1,943 

減損損失   － 228 

連結調整勘定償却額   △615 △645 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   382 694 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   187 △6,468 

受取利息及び受取配当金   △175 △213 

支払利息   371 193 

投資有価証券評価損   106 － 

固定資産売却益   △189 － 

固定資産売却損   170 － 

投資損失引当金繰入額   238 － 

売上債権の増減額（増加：△）   △5,087 △6,537 

未成工事支出金等の増減額（増加：△）   703 △1,010 

その他資産の増減額（増加：△）   60 △412 

仕入債務の増減額（減少：△）   1,580 2,008 

未成工事受入金の増減額（減少：△）   △1,378 965 

その他負債の増減額（減少：△）   662 8,551 

その他   △380 △271 

小計   10,939 13,207 

利息及び配当金の受取額   188 209 

利息の支払額   △372 △218 

法人税等の支払額   △6,017 △5,668 

特別退職金の支払額   △625 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー   4,112 7,529 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金等の増減額   29 △389 

有価証券の取得による支出   △999 － 

有価証券の売却・償還による収入   2,009 － 

有形固定資産の取得による支出   △3,348 △1,945 

有形固定資産の売却による収入   632 662 

無形固定資産の取得による支出   △408 △437 

投資有価証券の取得による支出   △409 △1,715 

投資有価証券の売却による収入   591 1,362 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出   △782 △26 

貸付による支出   △688 △444 

貸付金の回収による収入   894 139 

その他   58 △64 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,419 △2,858 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金純減少額   △2,908 △1,428 

長期借入による収入   45 174 

長期借入金の返済による支出   △1,177 △112 

社債の償還による支出   △400 △9,600 

自己株式の取得による支出   △1,897 △178 

自己株式の売却による収入   － 536 

配当金の支払額   △1,331 △1,426 

少数株主への配当金の支払額   △122 △89 

その他   175 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △7,617 △12,125 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   4 19 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   △5,919 △7,436 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   21,893 15,973 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 15,973 8,537 



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 和興エンジニアリング㈱、大和電設工業

㈱、他子会社43社の合計45社を連結して

おります。 

旭電話工業㈱、他子会社８社は、連結財

務諸表に重要な影響を及ぼさないため連

結の範囲から除外しております。 

和興エンジニアリング㈱、大和電設工業

㈱、大栄電話工業㈱、中国通信建設㈱に

ついては、当連結会計年度において新た

に子会社となったため連結の範囲に含め

ております。 

なお、和興エンジニアリング㈱および大

和電設工業㈱が新たに連結子会社となっ

たことにともない、同２社の連結子会社

についても連結の範囲に含めておりま

す。 

また、平成16年10月１日に連結子会社協

電工業㈱は従来連結子会社であった㈱エ

クシオアルテックを合併し、同時に商号

を㈱協和シナックスに変更しておりま

す。 

（1）連結子会社の状況 

連結子会社の数 

  48社 

主要な連結子会社の名称 

和興エンジニアリング㈱ 

大和電設工業㈱ 

㈱カナック 

なお、当連結会計年度において新た

に株式を取得した㈱カナックおよび

同社の連結子会社については、連結

の範囲に含めております。 

また、当連結会計年度において連結

子会社新栄和通信建設㈱は従来連結

子会社であった㈱コーネットならび

に㈱テクノウエストを、連結子会社

の山光電話工業㈱は従来連結子会社

であった㈲コスモ通信を合併いたし

ました。連結子会社共生エンジニア

リング㈱は従来連結子会社であった

東光通信建設㈱、共栄システム㈱な

らびに大栄電話工業㈱を合併し、同

時に商号を㈱シグマックスに変更し

ております。連結子会社㈱三栄通信

は商号を㈱ベルテックに変更してお

ります。 

（2）非連結子会社の状況 

主要な非連結子会社の名称  

旭電話工業㈱ 

 連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社はいずれも小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損

益および利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため連結

の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

大和電設工業㈱が新たに連結子会社とな

ったことにともない、同社の持分法適用

関連会社である㈱リテック１社が当連結

会計年度より持分法適用関連会社となり

ました。 

なお、旭電話工業㈱、他持分法非適用の

非連結子会社８社および関連会社13社

は、それぞれ連結純損益および利益剰余

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。 

（1）持分法を適用した非連結子会社および

関連会社の状況 

 持分法適用の関連会社の数 

 １社 

 持分法適用の関連会社の名称 

 ㈱リテック 

（2）持分法を適用していない非連結子会

社および関連会社の状況 

 主要な非連結子会社および関連会社

の名称  

 旭電話工業㈱ 

 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用の非連結子会社およ

び関連会社は、連結純損益および

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範囲から

除外しております。 

 



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．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。 

なお、大和電設工業㈱および同社の連結

子会社は従来９月30日を決算日としてお

りましたが、当連結会計年度に決算日の

変更をおこない、３月31日を決算日とし

ております。 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。 

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 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等に

もとづく時価法 

（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） 

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 

原価法（移動平均法） 

時価のないもの 

同左 

  デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

  たな卸資産 

未成工事支出金 

原価法（個別法） 

たな卸資産 

未成工事支出金 

同左 

  材料貯蔵品 

主として原価法（先入先出法） 

材料貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数および残存価額につい

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。 

ただし、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

額法によっております。 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、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。 

ただし、営業権については商法施行規

則の規定する最長期間（５年）にわた

る均等償却を行っており、また、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）にもと

づく定額法によっております。 

無形固定資産 

同左 

  

  

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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

に債権の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。 

貸倒引当金 

同左 

 



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） 

  賞与引当金 

一部連結子会社における従業員の賞与

の支給に備えるため、支給見込額にも

とづく当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

賞与引当金 

 同左 

  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、当社グループにかし担保責任

のある完成工事高に対し、将来の見積

補償額にもとづいて計上しておりま

す。 

完成工事補償引当金 

同左 

  受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、当連結

会計年度末における手持工事のうち、

損失発生の可能性が高く、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、翌連結会計年度以降の

損失見込額を計上しております。 

（追加情報） 

受注環境が厳しさを増したことにとも

ない、受注採算管理の精度を従来より

も向上させたことにより、翌連結会計

年度以降の損益に重要な影響を与える

可能性の高い受注工事の存在が明らか

になったため、その損失に備えるため

の引当を行ったものであります。この

結果、従前の方法に比較して、完成工

事総利益、営業利益、経常利益、税金

等調整前当期純利益がそれぞれ419百万

円少なく、また流動負債が同額多く計

上されております。 

受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、当連結

会計年度末における手持工事のうち、

損失発生の可能性が高く、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、翌連結会計年度以降の

損失見込額を計上しております。 

  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もとづき、当

連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

 また、過去勤務債務については、主に

その発生時の従業員の平均残存勤務期

間による定額法により費用処理するこ

ととしており、数理計算上の差異につ

いては、主にその発生時における従業

員の平均残存勤務期間による定額法に

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。 

退職給付引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、会社内規にもとづく期末要支給額

を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

  投資損失引当金 

 関係会社等に対する投資に係る損失に

備えるため、将来発生する可能性のあ

る損失見込額を計上しております。 

投資損失引当金 

同左  

 



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 

  

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) 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。 

同左 

(5）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 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜き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 

連結子会社の資産および負債の評価は、

全面時価評価法によっております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、発生年度より実質的判

断による年数の見積りが可能なものはそ

の見積り年数で、その他については主に

５年間で均等償却しております。 

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

益処分にもと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 

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））および「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、税金等調整前当期純利益は228百万円減

少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則にもとづき各資産の金額から直接控除しております。



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） 

          ─────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          ─────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          ─────── 

  

  

  

  

（連結貸借対照表） 

 １．未払金は、確定拠出年金制度への移行の影響等によ

り金額的重要性が増したため、区分掲記することと

いたしました。なお、前連結会計年度は、流動負債

の「その他」に1,169百万円含まれております。 

 ２．長期未払金は、確定拠出年金制度への移行の影響等

により金額的重要性が増したため、区分掲記するこ

とといたしました。なお、前連結会計年度は、固定

負債の「その他」に66百万円含まれております。 

  

（連結損益計算書） 

 １．投資有価証券売却益は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記することといたしまし

た。なお、前連結会計年度は、営業外収益の「その

他」に15百万円含まれております。 

 ２．固定資産除却損は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度は、営業外費用の「その他」

に74百万円含まれております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．投資有価証券評価損（49百万円）は、金額的重要性

がなくなったため、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示することといたしま

した。 

 ２．固定資産売却益（△80百万円）は、金額的重要性が

なくなったため、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示することといたしまし

た。 

 ３．固定資産売却損（23百万円）は、金額的重要性がな

くなったため、営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示することといたしまし

た。 

 ４．投資損失引当金繰入額（84百万円）は、金額的重要

性がなくなったため、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示することといたし

ました。 

 ５．自己株式の売却による収入は、金額的重要性が増し

たため、区分掲記することといたしました。なお、

前連結会計年度は、財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に175百万円含まれております。 

  



追加情報 

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） 

 （法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

          ─────── 

  実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことにともない、当連結会計年度から同実務

対応報告にもとづき、法人事業税の付加価値割および

資本割216百万円を販売費及び一般管理費として処理

しております。 

 



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日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

※１．このうち非連結子会社および関連会社に対する金

額は次のとおりであります。 

※１．このうち非連結子会社および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（株式） 649百万円

その他（出資金） 1  

投資有価証券（株式） 581百万円

その他（出資金） 1  

※２．担保に供している資産 

建物 211百万円

土地 749  

計 961  

※２．担保に供している資産 

建物 196百万円

土地 1,245  

計 1,441  

上記物件について、短期借入金９百万円、長期借

入金34百万円の担保に供しております。 

上記物件について、短期借入金181百万円、長期借

入金143百万円の担保に供しております。 

３．保証債務 ３．保証債務 

下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は

次のとおりであります。 

下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は

次のとおりであります。 

タイキョウワエンジニアリング＆

コンストラクション㈱ 

14百万円

タイエクシオコーポレーション 10  

ルモン東川口一番館管理組合 1  

計 25  

タイエクシオコーポレーション 142百万円

㈲ライト設計 

エムジーエクシオネットワーク㈱ 

126

81

 

 

㈱カナック・テクノサービス 

ルモン東川口一番館管理組合 

5

0

 

 

計 355  

 （注）タイキョウワエンジニアリング＆コンスト

ラクション㈱およびタイエクシオコーポレ

ーションの保証金額は、全て外貨建であ

り、その金額は次のとおりであります。 

 （注）タイエクシオコーポレーションおよびエム

ジーエクシオネットワーク㈱の保証金額

は、全て外貨建であり、その金額は次のと

おりであります。 

タイキョウワエンジニアリング＆

コンストラクション㈱ 
 

5,129千バーツ

タイエクシオコーポレーション  

3,692千バーツ

タイエクシオコーポレーション 

47,268千バーツ

エムジーエクシオネットワーク㈱ 

35,000千ペソ  

４．受取手形裏書譲渡高          5百万円 ４．手形割引高および裏書譲渡高 

受取手形割引高           314百万円 

受取手形裏書譲渡高          84 

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式117,812,419株

であります。 

※５．         同左 

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

8,409,666株であります。 

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

7,922,340株であります。 

 ７．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行とコミットメントライン（融資枠）契約を

締結しております。これら契約にもとづく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 ７．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行とコミットメントライン（融資枠）契約を

締結しております。これら契約にもとづく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

コミットメントライン（融資枠）

の総額 
10,000百万円

借入実行残高 －  

差引額 10,000  

コミットメントライン（融資枠）

の総額 
10,000百万円

借入実行残高 －  

差引額 10,000  



（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．このうち主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。 

※１．このうち主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。 

従業員給料手当 8,802百万円 従業員給料手当      9,354百万円

退職給付費用 950  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

  500百万円   441百万円

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

土地 165百万円

その他 23 

  
  

 ※４．        ───────  ※４．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは事業用資産については支店等管理会

計上の区分により、賃貸用資産および遊休資産につ

いては個別の物件ごとにグルーピングしておりま

す。 

事業用資産については一部連結子会社において収益

性が低下しているため、賃貸用資産および遊休資産

については不動産価格等が帳簿価額に対して著しく

下落しているため、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（228百万円）として

特別損失に計上しました。 

その内訳は、土地223百万円、建物０百万円、その

他４百万円であります。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却可能価額

と使用価値のいずれか高い価額としております。正

味売却可能価額は路線価等にもとづく評価額から合

理的な調整を行って算出し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを4.0％で割り引いて算定しておりま

す。 

用途 種類 場所 

事業用資産 土地 
福島県 
いわき市 

賃貸用資産 土地 
東京都 
板橋区他 

遊休資産 
土地および 
建物等 

大阪府 
堺市他 

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

土地 168百万円

その他 1 

  
  



（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

に掲記されている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

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金預金勘定  9,478百万円

有価証券勘定  6,660 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
 △165 

現金及び現金同等物  15,973 

現金預金勘定    8,532百万円

有価証券勘定  68 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等 
 △55 

取得日から３ヶ月を超えて償還

期限の到来する短期投資（有価

証券勘定） 

 △7 

現金及び現金同等物  8,537 



（リース取引関係） 

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） 

借主側 借主側 

１．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 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高 
相当額 

機械・運搬具 
工具器具備品 

百万円 
3,850 

百万円 
1,942 

百万円 
1,907 

その他 135 71 63 

合計 3,985 2,014 1,970 

  
取得価額 
相当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高 
相当額 

機械・運搬具 
工具器具備品 

百万円 
3,469 

百万円 
1,646 

百万円 
1,822 

その他 158 118 39 

合計 3,627 1,765 1,862 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 742百万円

１年超 1,308 

合計 2,050 

１年内    628百万円

１年超 1,291 

合計 1,919 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,012百万円

減価償却費相当額 940 

支払利息相当額 59 

支払リース料      836百万円

減価償却費相当額 775 

支払利息相当額 86 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 16百万円

１年超 38 

合計 54 

１年内 116百万円

１年超 456 

合計 573 

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



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） 

貸主側 貸主側 

１．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 

１．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 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損

失累計額及び期末残高 

  取得価額 
減価償却 
累計額 

期末残高 

機械・運搬具 
工具器具備品 

百万円 
105 

百万円 
20 

百万円 
85 

  取得価額 
減価償却 
累計額 

期末残高 

機械・運搬具 
工具器具備品 

百万円 
81 

百万円 
28 

百万円 
53 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 16百万円

１年超 52 

合計 69 

１年内   16百万円

１年超 41 

合計 57 

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 18百万円

減価償却費 15 

受取利息相当額 4 

受取リース料   20百万円

減価償却費 16 

受取利息相当額 4 

(4）利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(4）利息相当額の算定方法 

同左 

２．          ─────── ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
 １年内 2百万円

１年超 9 

合計 11 

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 



（有価証券関係） 

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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日現在） 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年３月31日現在） 

区分 
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） 

(1）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
      

① 株式 1,251 3,527 2,275 

② 債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 267 355 88 

小計 1,519 3,882 2,363 

(2）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
      

① 株式 606 494 △111 

② 債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 567 459 △107 

小計 1,174 954 △219 

合計 2,693 4,837 2,144 

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） 

74 15 － 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

① 非上場株式 1,544 

② 非上場債券 19 

③ 公社債投資信託 3,661 

④ その他 2,999 

区分 
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）債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 － 19 － － 

その他 － － － － 

(2）その他 2,999 13 － － 

合計 2,999 33 － － 



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．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在） 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年３月31日現在） 

区分 
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） 

(1）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 
      

① 株式 1,615 4,488 2,872 

② 債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 473 757 283 

小計 2,089 5,245 3,156 

(2）連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 
      

① 株式 679 600 △78 

② 債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

③ その他 502 496 △5 

小計 1,181 1,096 △84 

合計 3,271 6,342 3,071 

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） 

1,123 219 9 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

① 非上場株式 1,727 

② 非上場債券 19 

③ 公社債投資信託 60 

④ その他 － 

区分 
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）債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 7 11 － － 

その他 － － － － 

(2）その他 － － 496 － 

合計 7 11 496 － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  
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)取引の内容及び利用目的 

等 

金融負債に係る将来の金利上昇によるリ

スクを軽減する目的で、金利スワップ取

引を利用しております。 

外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避

し、安定的な利益の確保を図る目的で、

為替予約取引を利用しております。 

(2)取引に対する取組方針 実需にともなう範囲内で金利スワップ取

引に取り組んでおり、投機的な取引は行

わない方針であります。 

営業過程で生じる輸入取引の為替リスク

を軽減させることを目的としており、投

機的な取引は行わない方針であります。 

(3)取引に係るリスクの内容 利用している金利スワップ取引は、市場

金利の変動によるリスクを有しておりま

す。なお、取引の契約先は格付けの高い

大手金融機関に限定しており、契約不履

行に係る信用リスクは殆どないと判断し

ております。 

利用している為替予約取引は、為替相場

の変動によるリスクを有しております。

なお、取引の契約先は信用度の高い金融

機関に限定しており、契約不履行による

リスクは殆どないと判断しております。 

 (4)取引に係るリスク管理体 

制 

デリバティブ取引の実行および管理は、

取締役会の承認にもとづいて、資金担当

部門で行っております。 

取引の実行および管理は、取引権限およ

び取引限度額等を定めた社内ルールにも

とづき行っております。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、規約型企業年金制度、適格退職年金制度および退職一

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。 

 当社は平成18年4月1日より確定給付型の制度である規約型企業年金制度の一部について、確定拠出年金制度

へ移行しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在）

  百万円 百万円 

① 退職給付債務 △54,150 △48,927 

② 年金資産（退職給付信託を含む） 28,238 35,561 

③ 未積立退職給付債務（①＋②） △25,912 △13,366 

④ 未認識数理計算上の差異 16,697 9,284 

⑤ 未認識過去勤務債務 △3,737 △2,776 

⑥ 退職給付引当金（③＋④＋⑤） △12,952 △6,857 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

 （注）１．   ───────    （注）１. 規約型企業年金制度から確定拠出年金

制度への一部移行に伴う影響額は次の

とおりであります。 

 また、確定拠出年金制度への資産移換

額は6,004百万円であり、4年間で移換

する予定であります。なお、当連結会

計年度末時点の未移換額は、未払金、

長期未払金に計上しております。 

  百万円

退職給付債務の減少 5,909

未認識数理計算上の差異 △1,336

未認識過去勤務債務 694

退職給付引当金の減少 5,266

２．和興エンジニアリング㈱および大和電

設工業㈱を除く連結子会社は、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。 

  ２．       同左 



３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
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）

  百万円 百万円 

① 勤務費用（注） 2,426 2,201 

② 利息費用 1,173 1,048 

③ 期待運用収益 △489 △527 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 1,291 1,439 

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △266 △266 

⑥ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） 4,134 3,894 

⑦ 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 － 737 

⑧ 計（⑥＋⑦） 4,134 4,632 

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） 

 （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。 

   （注）         同左 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在）

① 退職給付見込額の期間配分方法 主としてポイント基準 同左 

② 割引率 主として2.0％ 主として2.0％ 

③ 期待運用収益率    主として2.0％    主として2.0％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 主として15年 主として15年 

  （発生時の従業員の平均

残存勤務期間による定

額法により費用処理す

ることとしておりま

す。） 

（同左） 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年 主として15年 

  （各連結会計年度の発生

時における従業員の平

均残存勤務期間による

定額法によりそれぞれ

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。） 

（同左） 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

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 

流動の部    

（繰延税金資産）    

賞与引当金否認額 2,619百万円

未払事業税否認 384  

その他 597  

繰延税金資産小計 3,601  

評価性引当額 △140  

繰延税金資産合計 3,460  

    

固定の部    

（長期繰延税金資産）    

貸倒引当金等損金算入限度超過額 976  

退職給付引当金等 4,352  

役員退職慰労引当金 206  

会員権等評価損 284  

その他 1,082  

長期繰延税金資産小計 6,902  

評価性引当額 △1,971  

長期繰延税金資産合計 4,931  

（長期繰延税金負債）    

固定資産圧縮記帳積立金 △127  

その他有価証券評価差額金 △928  

土地評価益 △1,320  

その他 △447  

長期繰延税金負債合計 △2,824  

長期繰延税金資産の純額 2,107  

流動の部    

（繰延税金資産）    

賞与引当金否認額 3,138百万円

未払事業税否認 

確定拠出年金移行時未払金 

454

610

  

  

その他 707  

繰延税金資産小計 4,911  

評価性引当額 △238  

繰延税金資産合計 4,673  

固定の部    

（長期繰延税金資産）    

貸倒引当金等損金算入限度超過額 970  

退職給付引当金等 

確定拠出年金移行時未払金 

3,530

2,360

  

  

役員退職慰労引当金 279  

会員権等評価損 

繰越欠損金 

土地評価損 

365

570

511

  

  

  

その他 998  

長期繰延税金資産小計 9,587  

評価性引当額 △4,048  

長期繰延税金資産合計 5,539  

（長期繰延税金負債）    

固定資産圧縮記帳積立金 △128  

その他有価証券評価差額金 △1,308  

土地評価益 △1,477  

その他 △142  

長期繰延税金負債合計 △3,056  

長期繰延税金資産の純額 2,482  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）    

受取配当金等一時差異でない項目 1.2  

住民税均等割等 0.9  

評価性引当額の増減 3.3  

連結調整勘定償却額 △2.1  

その他 △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 43.5
  

法定実効税率 40.7％ 

（調整）    

受取配当金等一時差異でない項目 0.7  

住民税均等割等 0.9  

評価性引当額の増減 △10.0  

連結調整勘定償却額 △1.9  

その他 △1.1  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 29.3
  



（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）および当連結会計年度（自 平成17年４月

１日 至 平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める電気通信・電気

設備業等建設事業の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

【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）および当連結会計年度（自 平成17年４月

１日 至 平成18年３月31日） 

 在外連結子会社および在外支店がないため、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）および当連結会計年度（自 平成17年４月

１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

【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）および当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

(注) １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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 611.97円 

１株当たり当期純利益 56.59円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 56.55円 

１株当たり純資産額  686.15円 

１株当たり当期純利益   81.94円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 81.82円 

 
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株当たり当期純利益     

当期純利益 6,423百万円      9,174百万円 

普通株主に帰属しない金額 168百万円    174百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） (168百万円) (174百万円) 

普通株式に係る当期純利益 6,255百万円      9,000百万円 

期中平均株式数 110,528千株        109,839千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額 －百万円 －百万円 

普通株式増加数 89千株 164千株 

（うち新株予約権） (89千株) (164千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成12年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式、普

通株式452千株）。 

    ─────── 



（重要な後発事象） 

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．株式取得による子会社化 

当社は、平成17年４月８日取締役会決議にもとづき、株式

会社カナックと協力し相互の経営資源を有効に活用し、四

国地方における施工基盤の強化を図るため、以下のとおり

同社の株式を取得し子会社としました。 

─────── 

(1）対象会社の概要（平成16年９月30日現在）  

① 商号 

株式会社カナック 

② 代表者 

代表取締役社長  大西 大介 

③ 本店所在地 

香川県高松市三谷町136番地 

④ 主な事業内容 

電気設備工事、電気通信設備工事 

⑤ 資本金 

300百万円 

 

(2）株式取得の内容  

① 株式取得方法 

第三者割当増資の引受け 

 

② 株式取得日 

平成17年４月25日 

 

③ 取得株式数 

2,970,000株 

 

④ 取得価額 

総額1,262百万円（１株につき425円） 

 

⑤ 取得後の所有割合 

50.36％ 

 

（注）取得後の株式会社カナックの資本金は932百万円

であります。 

 

２．自己株式の処分  

当社は、平成17年４月28日取締役会決議にもとづき、グル

ープ経営の円滑化を図るため、当社が子会社化した株式会

社カナックの代表取締役社長大西大介氏に対して、以下の

とおり自己株式の譲渡による処分を実施しました。 

  

(1）処分株式の種類および数 

 当社普通株式 550,000株 

  

(2）処分価額 

 １株につき 866円（総額476百万円） 

  

(3）処分の時期 

 払込期日 平成17年５月16日 

 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

 ２．第１回無担保社債は平成17年８月17日に償還しました。 

 ３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率は、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は

次のとおりであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率 担保 償還期限 

㈱協和エクシオ 

        ％     

第１回無担保社債 

 （注）２ 

平成10年 

８月17日 

9,600 

(9,600) 

－ 

  
年2.25 なし 

平成17年 

８月17日 

        ％     

第２回無担保社債 

  

平成11年 

８月25日 

4,500 

  

4,500 

(4,500) 
年2.1 なし 

平成18年 

８月25日 

合計 － 
14,100 

(9,600) 

4,500 

(4,500) 
－ － － 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

4,500 － － － － 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 2,230 861 0.8 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 40 50 1.9 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 59 165 1.9 
平成19年～ 

平成23年 

その他の有利子負債 

長期未払金（１年以内） 

 預り金 

  

0 

－ 

  

－ 

151 

  

－ 

0.2 

  

－ 

－ 

合計 2,329 1,228 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 46 45 40 33 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
第51期 

（平成17年３月31日現在） 
第52期 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

現金預金     7,306     6,690   

受取手形     1,626     1,731   

完成工事未収入金 ※１   51,281     57,822   

有価証券     6,600     7   

未成工事支出金     13,002     14,319   

材料貯蔵品     114     56   

短期貸付金 ※１   3,309     2,181   

前払費用     130     158   

繰延税金資産     2,790     3,608   

その他     1,677     1,447   

貸倒引当金     △192     △347   

流動資産合計     87,650 68.9   87,675 67.2 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

建物   14,707     15,332     

減価償却累計額   6,814 7,893   7,231 8,101   

構築物   1,428     1,514     

減価償却累計額   1,069 359   1,108 405   

機械装置   1,069     940     

減価償却累計額   877 192   639 300   

車両運搬具   47     50     

減価償却累計額   38 9   34 15   

工具器具・備品   3,633     3,751     

減価償却累計額   2,695 938   2,844 906   

土地     14,376     14,492   

建設仮勘定     －     12   

有形固定資産計      23,768 18.7   24,235 18.6 

２．無形固定資産               

営業権     24     16   

ソフトウェア     397     602   

その他     35     35   

無形固定資産計     456 0.3   653 0.5 

３．投資その他の資産               

投資有価証券     5,011     5,913   

関係会社株式     5,442     6,836   

長期貸付金     167     7   

関係会社長期貸付金     1,514     1,529   

破産債権、更生債権
等 

    114     273   

長期前払費用     117     107   

長期繰延税金資産     3,545     3,076   

その他     1,052     2,179   

貸倒引当金     △1,535     △2,077   

投資その他の資産計     15,429 12.1   17,847 13.7 

固定資産合計     39,655 31.1   42,736 32.8 

資産合計     127,305 100   130,411 100 
     

 



    
第51期 

（平成17年３月31日現在） 
第52期 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

支払手形     83     241   

工事未払金 ※１   28,561     32,018   

社債 
（１年以内償還予定） 

    9,600     4,500   

未払金     802     2,282   

未払費用     5,940     6,406   

未払法人税等     3,960     4,155   

未成工事受入金     3,280     3,434   

預り金 ※１   3,863     6,673   

完成工事補償引当金     388     107   

受注工事損失引当金     369     907   

その他 ※７   382     454   

流動負債合計     57,231 44.9   61,183 46.9 

Ⅱ 固定負債               

社債     4,500     －   

長期未払金     －     4,503   

退職給付引当金     6,002     577   

役員退職慰労引当金     287     342   

投資損失引当金     238     322   

固定負債合計     11,027 8.7   5,745 4.4 

負債合計     68,258 53.6   66,928 51.3 

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※４   6,888 5.4   6,888 5.3 

Ⅱ 資本剰余金               

資本準備金   5,761     5,761     

その他資本剰余金                

 自己株式処分差益     －     107     

資本剰余金合計     5,761 4.5   5,868 4.5 

Ⅲ 利益剰余金               

利益準備金   1,547     1,547     

任意積立金               

固定資産圧縮記帳積
立金 

  145     142     

別途積立金   44,330     47,030     

当期未処分利益   4,681     5,526     

利益剰余金合計     50,703 39.9   54,245 41.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    1,260 1.0   1,796 1.4 

Ⅴ 自己株式 ※５   △5,567 △4.4   △5,316 △4.1 

資本合計     59,046 46.4   63,482 48.7 

負債資本合計     127,305 100   130,411 100 
     



②【損益計算書】 

    
第51期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（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） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 完成工事高     195,020 100   216,342 100 

Ⅱ 完成工事原価 ※１   173,283 88.9   193,265 89.3 

完成工事総利益     21,736 11.1   23,077 10.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２             

役員報酬   270     297     

従業員給料手当   6,320     6,840     

退職給付費用   824     807     

役員退職慰労引当金繰
入額 

  84     93     

法定福利費   775     804     

福利厚生費   360     342     

修繕維持費   321     248     

事務用品費   390     315     

通信交通費   776     819     

動力用水光熱費   79     80     

調査研究費   515     564     

広告宣伝費   140     106     

貸倒引当金繰入額   30     203     

貸倒損失   －     1     

交際費   223     168     

寄付金   12     13     

地代家賃   127     133     

減価償却費   819     497     

租税公課   380     375     

保険料   26     20     

雑費   854 13,334 6.8 1,163 13,899 6.4 

営業利益     8,402 4.3   9,177 4.3 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息 ※１ 18     16     

有価証券利息   7     2     

受取配当金 ※１ 153     211     

投資有価証券売却益   －     96     

地代家賃収入 ※１ 95     97     

為替差益   －     120     

受取手数料   76     －     

雑収入 ※１ 121 474 0.2 108 652 0.3 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   7     11     

社債利息   309     177     

固定資産除却損   －     74     

投資損失引当金繰入額    －     84     

貸倒引当金繰入額    186     －     

雑支出   341 844 0.4 196 544 0.3 

経常利益     8,032 4.1   9,285 4.3 

 



完成工事原価報告書 

 （注）原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

    
第51期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（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） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益               

退職給付信託設定益   －     391     

固定資産売却益  ※３  140 140 0.1 － 391 0.2 

Ⅶ 特別損失               

    減損損失 ※４ －     21     

長期滞留債権貸倒引当
金繰入額  

  －     523     

   退職給付制度移行損失   －     737     

   投資有価証券評価損   104     －     

固定資産売却損 ※５ 168     －     

投資損失引当金繰入額   238 511 0.3 － 1,282 0.6 

税引前当期純利益     7,661 3.9   8,395 3.9 

法人税、住民税及び事
業税 

  4,060     4,050     

法人税等調整額   △423 3,636 1.9 △715 3,334 1.6 

当期純利益     4,024 2.0   5,060 2.3 

前期繰越利益     1,215     1,234   

自己株式処分差損     7     －   

中間配当額     551     769   

当期未処分利益     4,681     5,526   

     

   
第51期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（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） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

材料費  23,785 13.7 26,288 13.6

労務費  686 0.4 830 0.4

外注費  111,503 64.4 128,160 66.3

経費  37,307 21.5 37,985 19.7

(うち人件費)  (24,307) (14.0) (24,330) (12.6) 

計   173,283 100 193,265 100 



③【利益処分計算書】 

 （注）１．第52期の中間配当額は769百万円（１株につき７円）であります。 

２．固定資産圧縮記帳積立金の取崩額は、租税特別措置法にもとづくものであります。 

  

   
第51期 

株主総会決議 
（平成17年６月28日） 

第52期 
株主総会決議 

（平成18年６月23日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  4,681  5,526

Ⅱ 任意積立金取崩額   

固定資産圧縮記帳積立
金取崩額 

 2 2 2 2

合計  4,684  5,529

Ⅲ 利益処分額   

利益配当金  656 879 

   (１株につき6円） (１株につき8円） 

取締役賞与金  93 101 

任意積立金   

別途積立金  2,700 3,449 2,900 3,880

Ⅳ 次期繰越利益  1,234  1,648

    



重要な会計方針 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

原価法（移動平均法） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等にもとづく時価法 

（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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

原価法（移動平均法） 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基準 

デリバティブ 

時価法 

２．        ────── 

  

  

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金 

原価法（個別法） 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金 

同左 

材料貯蔵品 

原価法（先入先出法） 

材料貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却方法 

有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数および残存価額については、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。 

ただし、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）は定額法によっておりま

す。 

４．固定資産の減価償却方法 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、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。 

ただし、営業権については商法施行規則の規定す

る最長期間（５年）にわたる均等償却を行ってお

り、また、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）にもとづく定

額法によっております。 

無形固定資産 

同左 

長期前払費用 

均等償却 

なお、償却期間については、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。 

長期前払費用 

同左 

５．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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

については個別に債権の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。 

５．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 



第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

社にかし担保責任のある完成工事高に対し、将来

の見積補償額にもとづいて計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、当事業年度末にお

ける手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、

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、翌事業年度以降の損失見込額を計

上しております。 

（追加情報） 

受注環境が厳しさを増したことにともない、受注

採算管理の精度を従来よりも向上させたことによ

り、翌期以降の損益に重要な影響を与える可能性

の高い受注工事の存在が明らかになったため、そ

の損失に備えるための引当を行ったものでありま

す。この結果、従来の方法に比較して、完成工事

総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

がそれぞれ369百万円少なく、また流動負債が同額

多く計上されております。 

受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、当事業年度末にお

ける手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、

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、翌事業年度以降の損失見込額を計

上しております。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額にも

とづき、当事業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

また、過去勤務債務については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間による定額法により費用

処理することとしており、数理計算上の差異につ

いては、その発生時における従業員の平均残存勤

務期間による定額法によりそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。 

退職給付引当金 

同左 

  

役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規

にもとづく期末要支給額を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

  

投資損失引当金 

関係会社等に対する投資に係る損失に備えるた

め、将来発生する可能性のある損失見込額を計上

しております。 

投資損失引当金 

同左 

６．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。 

６．完成工事高の計上基準 

同左 

７．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．リース取引の処理方法 

同左 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

消費税およ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．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

         同左 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（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） 

当事業年度より、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））および「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、税引前当期純利益は21百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則にもとづき各資産の金額から直接控除しております。 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

─────── 

  

（損益計算書） 

 １．投資有価証券売却益は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記することといたしまし

た。なお、前事業年度は、営業外収益の「その他」

に15百万円含まれております。 

 ２．為替差益は、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため、区分掲記することといたしました。なお、

前事業年度は、営業外収益の「その他」に26百万円

含まれております。 

 ３．受取手数料（54百万円）は、営業外収益の総額の

100分の10以下であるため、営業外収益の「雑収

入」に含めて表示することといたしました。 

 ４．固定資産除却損は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、区分掲記することといたしました。

なお、前事業年度は、営業外費用の「その他」に39

百万円含まれております。 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法） 

─────── 

   実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことにともない、当事業年度から同実務対応

報告にもとづき、法人事業税の付加価値割および資本

割184百万円を販売費及び一般管理費として処理して

おります。 

    



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第51期 
（平成17年３月31日現在） 

第52期 
（平成18年３月31日現在） 

※１．このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

※１．このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

完成工事未収入金 189百万円

短期貸付金 3,306  

工事未払金 14,981  

預り金 3,646  

完成工事未収入金 288百万円

短期貸付金 2,025  

工事未払金 17,905  

預り金 6,275  

 ２．保証債務 

下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は

次のとおりであります。 

 ２．保証債務 

下記の会社の銀行借入金等に対する債務保証額は

次のとおりであります。 

タイキョウワエンジニアリング

＆コンストラクション㈱ 
14百万円

タイエクシオコーポレーション 10  

計 24  

タイエクシオコーポレーション 142百万円

エムジーエクシオネットワーク㈱ 81  

計 223  

 （注）タイキョウワエンジニアリング＆コンスト

ラクション㈱およびタイエクシオコーポレ

ーションの保証金額は、全て外貨建であ

り、その金額は次のとおりであります。 

 （注）タイエクシオコーポレーションおよびエム

ジーエクシオネットワーク㈱の保証金額

は、全て外貨建であり、その金額は次のと

おりであります。 

タイキョウワエンジニアリング＆コン

ストラクション（株） 

 5,129千バーツ

タイエクシオコーポレーション 

      47,268千バーツ

タイエクシオコーポレーション 

 3,692千バーツ

エムジーエクシオネットワーク㈱ 

      35,000千ペソ

 ３．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行とコミットメントライン（融資枠）契約を

締結しております。これら契約にもとづく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

 ３．当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行とコミットメントライン（融資枠）契約を

締結しております。これら契約にもとづく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

コミットメントライン（融資枠）

の総額 
10,000百万円

借入実行残高 －  

差引額 10,000  

コミットメントライン（融資枠）

の総額 
10,000百万円

借入実行残高 －  

差引額 10,000  

※４．会社が発行する株式の総数 ※４．会社が発行する株式の総数 

普通株式 300,000,000株 同左 

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに

相当する株式数を減ずることとなっております。 

  

発行済株式の総数   

普通株式 117,812,419株    

    

※５．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

8,409,666株であります。 

※５．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

7,922,340株であります。 

 



（損益計算書関係） 

第51期 
（平成17年３月31日現在） 

第52期 
（平成18年３月31日現在） 

 ６．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,260百万

円であります。 

 ６．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,796百万

円であります。 

※７．その他に含まれている未払消費税等は329百万円で

あります。 

※７．その他に含まれている未払消費税等は393百万円で

あります。 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

完成工事原価    

材料費 15,971百万円

外注費 57,583  

計 73,554  

完成工事原価    

材料費 18,354百万円

外注費 76,168  

計 94,522  

受取利息 15  

受取配当金 77  

地代家賃収入 40  

雑収入 2  

受取利息 8  

受取配当金 94  

地代家賃収入 43  

雑収入 1  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は441百万

円であります。 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は384百万

円であります。 

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

土地 140百万円  

※４．       ─────── ※４．当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

     

当社は事業用資産については支店等管理会計上の区

分により、賃貸用資産および遊休資産については個

別の物件ごとにグルーピングしております。 

上記資産については不動産価格が帳簿価格に対して

著しく下落しているため、帳簿価格を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（21百万円）と

して特別損失に計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却可能価額

と使用価値のいずれか高い価額としております。正

味売却可能価額は路線価等にもとづく評価額から合

理的な調整を行って算出し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを4.0％で割り引いて算定しておりま

す。 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 
兵庫県 
豊岡市他 

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

  

土地 168百万円

  

     



（リース取引関係） 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

借主側 借主側 

１．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 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高相
当額 

機械・運搬具 
百万円 
2,619 

百万円 
1,288 

百万円 
1,331 

工具器具・ 
備品 

638 419 218 

その他 83 55 28 

合計 3,342 1,764 1,578 

  
取得価額相
当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高相
当額 

機械・運搬具 
百万円 
2,414 

百万円 
1,219 

百万円 
1,194 

工具器具・ 
備品 

382 176 205 

その他 82 71 10 

合計 2,879 1,468 1,410 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 

１年内 625百万円

１年超 1,012 

合計 1,637 

１年内    492百万円

１年超 966 

合計 1,458 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 867百万円

減価償却費相当額 810 

支払利息相当額 51 

支払リース料    701百万円

減価償却費相当額 651 

支払利息相当額 76 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 9百万円

１年超 16 

合計 26 

１年内  74百万円

１年超 296 

合計 370 

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



（有価証券関係） 

第51期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの（平成17年３月31日現在） 

第52期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 貸主側 貸主側  

１．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 

１．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 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損

失累計額及び期末残高 

  取得価額 
減価償却累
計額 

期末残高 

機械・運搬具 
百万円 
72 

百万円 
10 

百万円 
61 

  取得価額 
減価償却累
計額 

期末残高 

機械・運搬具 
百万円 
25 

百万円 
10 

百万円 
15 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 10百万円

１年超 52 

合計 62 

１年内   5百万円

１年超 11 

合計 16 

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 12百万円

減価償却費 9 

受取利息相当額 4 

受取リース料   10百万円

減価償却費 8 

受取利息相当額 3 

(4) 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(4) 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

子会社株式 3,441 3,377 △64 

 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

子会社株式 4,836 6,573 1,736 



（税効果会計関係） 

第51期 
（平成17年３月31日現在） 

第52期 
（平成18年３月31日現在） 

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 

流動の部   

（繰延税金資産）   

賞与引当金否認額 2,029百万円

未払事業税否認 314  

その他 446  

繰延税金資産合計 2,790  

     

固定の部    

（長期繰延税金資産）    

貸倒引当金等損金算入限度超過額 897  

退職給付引当金等 3,140  

役員退職慰労引当金 116  

会員権等評価損 266  

その他 503  

長期繰延税金資産小計 4,925  

評価性引当額 △417  

長期繰延税金資産合計 4,507  

     

 （長期繰延税金負債）    

固定資産圧縮記帳積立金 △97  

その他有価証券評価差額金 △864  

長期繰延税金負債合計 △961  

長期繰延税金資産の純額 3,545  

流動の部   

（繰延税金資産）   

賞与引当金否認額  2,172百万円

未払事業税否認 335  

確定拠出年金移行時未払金 610  

その他 489  

 繰延税金資産合計 3,608  

固定の部    

（長期繰延税金資産）    

貸倒引当金等損金算入限度超過額 1,053  

退職給付引当金等 1,033  

確定拠出年金移行時未払金 1,831  

役員退職慰労引当金 139  

会員権等評価損 255  

その他 476  

長期繰延税金資産小計 4,790  

評価性引当額 △386  

長期繰延税金資産合計 4,403  

（長期繰延税金負債）    

固定資産圧縮記帳積立金 △95  

その他有価証券評価差額金 △1,231  

長期繰延税金負債合計 △1,327  

長期繰延税金資産の純額 3,076  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7 ％

（調整）    

受取配当金等一時差異でない項目 1.5   

住民税均等割等 1.2   

評価性引当額の増減 5.5   

その他 △1.4   

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 47.5

  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象） 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（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 538.87円

１株当たり当期純利益 35.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
35.54円

１株当たり純資産額 576.78円

１株当たり当期純利益      45.16円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
     45.09円

 
第51期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第52期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益 4,024百万円      5,060百万円 

普通株主に帰属しない金額 93百万円   101百万円 

（うち利益処分による取締役賞与金） (93百万円) (  101百万円) 

普通株式に係る当期純利益 3,931百万円      4,959百万円 

期中平均株式数 110,529千株        109,839千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額 －百万円 －百万円 

普通株式増加数 89千株 164千株 

（うち新株予約権） (89千株) ( 164千株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成12年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式、普

通株式452千株）。 

────── 

第51期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第52期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当社は、平成17年４月８日取締役会決議にもとづき、株

式会社カナックの株式を取得し子会社としました。 

また、平成17年４月28日取締役会決議にもとづき、自己

株式の処分を実施しました。なお、上記の概要につきま

しては連結財務諸表の重要な後発事象に記載のとおりで

あります。 

────── 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【その他】 

投資有価証券 
その他 
有価証
券 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円） 

大明㈱ 401,000 662

日比谷総合設備㈱ 430,161 554

㈱ＤＴＳ 128,500 524

㈱つうけん 1,272,240 511

㈱みずほフィナンシャルグループ 353.02 339

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 187.43 337

㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式 

300 300

東急建設㈱第一回Ａ種優先株式 600,000 300

㈱三井住友フィナンシャルグループ 190.34 247

野村ホールディングス㈱ 70,427 184

㈱アッカ・ネットワークス 513 182

ケイディーディーアイ㈱ 255.52 160

上海環球金融中心投資㈱ 2,000 100

ナカヨ通信機㈱ 177,000 93

池野通建㈱ 1,243,187 83

その他（65銘柄） 1,600,114.80 643

計 5,926,429.11 5,227

有価証券 
その他 
有価証
券 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額
（百万円） 

㈱バイオキャリアテクノロジー 
第１回新株予約権付社債 

7 7

投資有価証券 
その他 
有価証 
券 

㈱バイオキャリアテクノロジー
第１回新株予約権付社債 

11 11

計 19 19

投資有価証券 
その他 
有価証
券 

銘柄 投資口数（口） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

 （投資信託） 

富士投信投資顧問 

富士ＴＯＰＩＸオープン 261,775,396 287

日興アセットマネジメント

日興マルチメディアファンド 398,120,418 386

計 － 673



【有形固定資産等明細表】 

 （注）「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

資産の種類 前期末残高
（百万円）

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
（百万円）

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末
残高 
（百万円） 

有形固定資産          

建物 14,707 780 155 15,332 7,231 522 8,101

構築物 1,428 112 26 1,514 1,108 60 405

機械装置 1,069 198 327 940 639 71 300

車両運搬具 47 10 7 50 34 4 15

工具器具・備品 3,633 306 188 3,751 2,844 326 906

土地 14,376 172 56

(21)

14,492 － － 14,492

建設仮勘定 － 153 140 12 － － 12

有形固定資産計  35,263 1,733      902

(21)

36,095 11,859 985 24,235

無形固定資産          

営業権 40 － － 40 24 8 16

ソフトウェア 5,368 350 10 5,707 5,105 137 602

その他 55 1 － 56 21 1 35

無形固定資産計 5,463 352 10 5,804 5,150 146 653

長期前払費用 295 7 0 302 195 17 107



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、7,922,340株であります。 

２．自己株式処分差益の当期増加額および当期減少額は自己株式の処分によるものであります。 

        ３．固定資産圧縮記帳積立金の当期減少額は前期決算の利益処分によるものであります。 

    ４．別途積立金の当期増加額は前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）は洗替えによる戻入額および回収によるものであります。 

２．完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は洗替えによる戻入額であります。 

３．受注工事損失引当金の当期減少額（その他）は洗替えによる戻入額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 6,888 － － 6,888 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式(注)１ （株） (117,812,419) (－) (－) (117,812,419) 

普通株式 (百万円) 6,888 － － 6,888 

計 （株） (117,812,419) (－) (－) (117,812,419) 

計 (百万円) 6,888 － － 6,888 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

資本準備金           

株式払込準備金 (百万円) 5,519 － － 5,519 

合併差益 (百万円) 241 － － 241 

その他資本剰余金           

自己株式処分差益(注)２ (百万円) － 112 4 107 

計 (百万円) 5,761 112 4 5,868 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 (百万円) 1,547 － － 1,547 

任意積立金           

固定資産圧縮記帳積立金 

(注)３ 
(百万円) 145 － 2 142 

別途積立金(注)４ (百万円) 44,330 2,700 － 47,030 

計 (百万円) 46,022 2,700 2 48,719 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 1,728 2,424 22 1,705 2,424 

完成工事補償引当金 388 107 214 174 107 

受注工事損失引当金 369 907 233 135 907 

役員退職慰労引当金 287 93 38 － 342 

投資損失引当金 238 84 － － 322 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産の部 

イ．現金預金 

ロ．受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）決済月別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 11 

預金   

当座預金 6,114 

普通預金 564 

小計 6,678 

合計 6,690 

相手先 金額（百万円） 

戸田建設㈱ 458 

南海辰村建設㈱ 161 

スターゼン㈱ 117 

東京産業㈱ 74 

片倉建設㈱ 73 

その他 845 

合計 1,731 

決済月 金額（百万円） 

平成18年４月 479 

平成18年５月 432 

平成18年６月 403 

平成18年７月 358 

平成18年８月 55 

平成18年９月 1 

合計 1,731 



ハ．完成工事未収入金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）滞留状況 

ニ．未成工事支出金 

期末残高の内訳は次のとおりであります。 

ホ．材料貯蔵品 

② 固定資産の部 

  関係会社株式 

相手先 金額（百万円） 

東日本電信電話㈱ 10,470 

西日本電信電話㈱ 7,774 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 5,149 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 4,709 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 2,943 

その他 26,774 

合計 57,822 

平成18年３月期 計上額 56,284百万円

平成17年３月期以前 計上額 1,538 

合計   57,822 

期首残高 
（百万円） 

当期支出額 
（百万円） 

完成工事原価への振替額 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

13,002 194,582 193,265 14,319 

材料費 3,568百万円

労務費 105 

外注費 6,896 

経費 3,749 

合計 14,319 

品名 金額（百万円） 

工事用材料 20 

その他 35 

合計 56 

区分 金額（百万円） 

子会社株式 6,395 

関連会社株式 441 

合計 6,836 



③ 負債の部 

イ．支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）決済月別内訳 

ロ．工事未払金 

ハ．未成工事受入金 

 （注）損益計算書の完成工事高216,342百万円と上記完成工事高への振替額160,058百万円との差額56,284百万円は

完成工事未収入金の当期発生額であります。 

ニ．預り金 

相手先 金額（百万円） 

日本電炉㈱ 50 

㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ 43 

ユニアデックス㈱ 19 

㈱エイトエーヴィセンター 19 

日本電設資材㈱ 18 

その他 90 

合計 241 

決済月 金額（百万円） 

平成18年４月 93 

平成18年５月 11 

平成18年６月 58 

平成18年７月 78 

合計 241 

相手先 金額（百万円） 

エクシオ物流サービス㈱ 3,348 

協栄電設工業㈱ 1,537 

㈱エクシオ三幸 1,345 

㈱イーネット 1,223 

㈱サンクレックス 1,169 

その他 23,393 

合計 32,018 

期首残高 
（百万円） 

当期受入額 
（百万円） 

完成工事高への振替額 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

3,280 160,213 160,058 3,434 

区分 金額（百万円） 

関係会社預り金 6,275 

その他 397 

合計 6,673 



(3）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）平成18年６月23日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、当社の公告方法は、次のとおりとなりまし

た。 

 当社の公告掲載方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。         

（http://www.exeo.co.jp） 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満株

券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

住友信託銀行株式会社証券代行部（東京） 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 新株券１枚につき210円（税込） 

株券喪失登録手数料 １件につき10,500円（税込） 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

住友信託銀行株式会社証券代行部（東京） 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞（注） 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

 １【提出会社の親会社等の情報】 

    当社は、親会社等はありません。 

 ２【その他の参考情報】 

    当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  (1) 有価証券報告書及びその添付書類 

   事業年度（第51期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出。 

  (2) 半期報告書 

   （第52期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出。 

  (3) 臨時報告書 

   平成17年４月25日関東財務局長に提出。 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）にもとづく臨時報告書であります。

  (4) 有価証券届出書及びその添付書類 

   平成17年６月29日関東財務局長に提出。 

  (5) 有価証券届出書の訂正届出書 

   平成17年７月11日関東財務局長に提出。 

   平成17年６月29日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  (6）自己株券買付状況報告書 

  報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）平成17年４月11日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）平成17年５月10日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月８日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月13日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）平成17年８月11日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）平成17年９月15日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）平成17年10月14日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）平成17年11月15日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月９日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月13日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月15日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月15日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月14日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月15日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月９日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年６月28日

株式会社 協和エクシオ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 沖  恒弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 縄田 直治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社協和エクシオの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社協和エクシオ及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年４月25日に、株式会社カナックの株式を取得し、子会社とし

ている。また、平成17年４月28日開催の取締役会決議にもとづき、平成17年５月16日に自己株式の処分を実施している。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年６月23日

株式会社 協和エクシオ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 沖  恒弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 縄田 直治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社協和エクシオの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社協和エクシオ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 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ているとおり、会社は当連結会計年度より固定資産

の減損に係る会計基準を適用して連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年６月28日

株式会社 協和エクシオ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 沖  恒弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 縄田 直治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社協和エクシオの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

協和エクシオの平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年４月25日に、株式会社カナックの株式を取得し、子会社とし

ている。また、平成17年４月28日開催の取締役会決議にもとづき、平成17年５月16日に自己株式の処分を実施している。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年６月23日

株式会社 協和エクシオ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 沖  恒弘  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 縄田 直治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社協和エクシオの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

協和エクシオの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。 
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