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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．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第60期から第62期までは潜在株式がないため記載していない。ま

た、第64期は１株当たり当期純損失のため記載していない。 

３．第61期より、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に

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）及び「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）を適用している。 

４．株価収益率については、第64期は当期純損失のため記載していない。 

５．第64期の当期純損失の計上は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴なう減損損失の計上等によるものである。 

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64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

売上高（百万円） 42,483 40,082 38,671 38,969 45,536

経常利益（百万円） 2,183 2,429 2,263 2,918 4,678

当期純損益（百万円） 1,201 104 2,380 2,602 △4,681

純資産額（百万円） 13,663 13,136 15,769 18,681 16,229

総資産額（百万円） 78,632 65,362 60,766 62,147 52,596

１株当たり純資産額（円） 227.80 219.19 263.17 306.83 244.95

１株当たり当期純損益（円） 20.02 1.64 39.61 43.29 △71.92

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － 43.15 －

自己資本比率（％） 17.4 20.1 26.0 30.1 30.9

自己資本利益率（％） 9.5 0.8 16.5 15.1 △26.8

株価収益率（倍） 9.2 94.5 12.2 9.5 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

1,499 2,367 5,523 2,672 3,475

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

414 2,133 684 △103 △823

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△3,545 △9,249 △4,742 △2,354 △1,800

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

11,620 6,842 8,213 8,198 9,058

従業員数（人） 897 889 642 596 623



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第60期から第62期までは潜在株式がないため記載していない。ま

た、第63期は１株当たり当期純損失のため記載していない。 

３．第61期より、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に

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）及び「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）を適用している。 

４．株価収益率については、第61期及び第63期は当期純損失のため記載していない。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64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

売上高（百万円） 28,101 26,361 27,519 28,027 30,494

経常利益（百万円） 1,454 1,592 2,012 2,549 4,115

当期純損益（百万円） 627 △684 2,110 △6,632 3,846

資本金（百万円） 5,889 5,889 5,889 6,089 6,889

発行済株式総数（千株） 59,986 59,986 59,986 61,017 66,386

純資産額（百万円） 11,611 10,707 13,121 6,800 12,807

総資産額（百万円） 51,082 40,935 39,750 32,476 35,119

１株当たり純資産額（円） 193.57 178.73 219.08 111.69 193.39

１株当たり配当額 
（内１株当たり中間配当額）
（円） 

2.50 
(－) 

－
(－) 

2.50
(－) 

－ 
(－) 

－
(－) 

１株当たり当期純損益（円） 10.46 △11.42 35.23 △110.69 58.98

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

－ － － － 58.29

自己資本比率（％） 22.7 26.2 33.0 20.9 36.5

自己資本利益率（％） 5.8 △6.1 17.7 △66.6 39.2

株価収益率（倍） 17.6 － 13.7 － 14.6

配当性向（％） 23.9 － 7.1 － －

従業員数（人） 301 297 297 294 305



２【沿革】 

  

３【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社（連結子会社9社）は、熱絶縁工事を中心とする建設工事業、機械器具製造業およびその他の事業（不

動産賃貸業）の事業活動を展開している。 

 各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりである。 

 なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １．(1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一

である。 

(1）建設工事業 

 建設工事業は当社と東南アジア地区等での現地法人を含めた連結子会社７社で構成されており、国内外での材料等の製造及

び施工においては、熱絶縁工事、建材工事（クリーンルーム）等、幅広い需要先のニーズに対応している。 

［主な関係会社］ 

（施工） 明星建工㈱、メイセイ工事㈱、MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール）、 

 MEISEI NIGERIA LTD.（ナイジェリア）  

（製造） 日本ケイカル㈱ 

(2）機械器具製造業 

 当部門においては、ボイラー及び産業用機械器具の製造・販売・据付を国内外で行っている。 

［関係会社］ 

（製造・施工） ㈱よしみね 

(3）その他事業 

 当部門においては、不動産賃貸業を行っている。 

［関係会社］ 

（サービス） 明星不動産㈱ 

昭和22年７月 大阪市西区に明星工業株式会社を設立し保温・保冷工事請負業を開始する。 

昭和41年２月 東京都中央区に東京支店（現、東京本部）を設置する。 

昭和42年11月 サンライズＭＳＩ㈱を設立、化学工業製品製造分野に進出する。 

昭和44年10月 本社を大阪市西区より大阪市北区に移転する。 

昭和46年10月 大阪証券取引所市場第二部上場銘柄となる。 

昭和46年12月 静岡県引佐郡（現 浜松市）に中央研究所および浜松工場を設置する。 

昭和47年３月 明星不動産㈱を設立、オフィスビル賃貸業に進出する。（現、連結子会社） 

昭和47年11月 名古屋証券取引所市場第二部上場銘柄となる。 

昭和48年９月 本社ビルを大阪市西区に設置、本社を移転する。 

昭和59年９月 大阪証券取引所市場・名古屋証券取引所第一部上場銘柄となる。 

昭和62年４月 明星建工㈱設立、建材分野（クリーンルーム事業）を分社化する。（現、連結子会社） 

昭和62年10月 ㈱よしみねを買収、ボイラー分野へ進出する。（現、連結子会社） 

平成２年４月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.（シンガポール）を海外工事拠点として設立。（現、連結子

会社） 

平成11年９月 4M INDUSTRY SDN.BHD.を設立、ＬＮＧ船用防熱箱の製造を開始。 

平成12年６月 MEISEI NIGERIA LTD.をナイジェリア国における現地工事施工会社として設立。（現、連結子

会社） 

平成15年７月 化学工業製品分野のサンライズＭＳＩ㈱の株式を譲渡する。 

平成15年９月 名古屋証券取引所の上場を廃止とする。 

平成16年９月 建設工事業分野の4M INDUSTRY SDN. BHD.の解散決議を行う。 

平成16年９月 建設工事業分野の㈱ケーピーシーメイセイの株式を譲渡する。 

平成17年11月 建設工事業分野のMEISEI INDUSTRIAL （M）SDN. BHD.の特別清算開始が決定。 



 なお、事業の系統図は次のとおりである。 

  

 

  

 （注）１．子会社9社を連結している。 

２．前連結会計年度まで連結子会社であったMEISEI INDUSTRIAL （M）SDN. BHD.（建設工事業）は、平成17年11月22日に特

別清算の開始が決定したことにより、当連結会計年度において連結の範囲から除外している。 

  



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社 

（S$：シンガポールドル、NN：ナイジェリアナイラ） 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２．特定子会社に該当する子会社はない。 

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

４．㈱よしみね については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えている

が、事業の種類別セグメントにおいて、当連結会計年度の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）に占める割合が

90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略している。 

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業
の内容 

議決権の所有(被所
有)割合 

関係内容 
所有割
合(％) 

被所有割
合(％) 

㈱よしみね 
（注）４ 

大阪市西区 98 
機械器具製
造業 

100.0 －

当社工事の一部を請負 
当社より銀行借入の担保提供 
674百万円（投資有価証券） 
当社より銀行借入の債務保証 
77百万円 
役員の兼務 １名 

明星建工㈱ 大阪市城東区 30 建設工事業 58.3 －
当社工事の一部を請負 
役員の兼務 ２名 

明星不動産㈱ 大阪市西区 302 その他 100.0 －

当社が本社事務所等を賃借 
当社より銀行借入の債務保証の
予約 1,750百万円 
役員の兼務 ３名 
当社が銀行借入等の担保提供を
受けている 

日本ケイカル㈱ 静岡県浜松市 300 建設工事業 66.7 －
当社より本社工場を賃借 
当社工事の材料を製造 
役員の兼務 １名 

MEISEI 
INTERNATIONAL 
PTE.LTD. 

シンガポール
国 

百万S$ 
1 
建設工事業 100.0 －

当社が材料を販売及び工事監督
者を派遣 
役員の兼務 １名 

MEISEI NIGERIA 
LTD. 

ナイジェリア
国ポートハー
コート 

百万NN 
2 
建設工事業 100.0 －

当社工事の一部を請負 
当社より工事契約履行保証等の
債務保証 160百万円 
役員の兼務 １名 

その他 ３社      



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員である。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員である。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、当社の「明星労働組合」（143名）及び㈱よしみねの「よしみね労働組合」（74名）が組織されている。

 なお、労使の関係は安定している。 

  

  

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

建設工事業 490 

機械器具製造業 132 

その他 1 

合計 623 

    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（円） 

305 43.6 18.4 6,039,938 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度は国内景気は企業収益の増加を中心に全般に回復基調で推移した。原油価格の上昇、素材価格の上昇等の懸

念材料もあったが、企業の設備投資動向も増加の計画があり、円安基調、雇用の改善等景気を後押しする状況となった。 

 当社グループにおいては、国内設備投資の増加の影響を受けて、建設工事業においては、国内保守工事の伸張、ＬＮＧ関連

工事・クリーンルーム分野の工事が順調に推移、機械器具製造業においては、新規案件の引渡し等が増加したこともあり、売

上高は45,536百万円（対前年同期比16.9％増）の計上となった。経常利益については、売上総利益率の上昇、支払利息の減少

により、販売費及び一般管理費は増加したが、4,678百万円（対前年同期比60.3％増）の計上となった。当期純利益は、固定資

産の減損損失の計上があり、当期純損失4,681百万円の計上となった。 

 なお、受注高については、建設工事業、機械器具製造業ともに国内案件の成約が増加したことにより、43,061百万円（対前

年同期比5.8％増）の計上となった。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  

①建設工事業 

 当連結会計年度においては、国内の保守工事等、クリーンルーム分野の工事の増加、ＬＮＧ関連工事が引き続き堅調に推移

していることもあり、売上高は38,453百万円（対前年同期比 13.0％増）の計上となった。営業利益についても売上高の増加

及び各事業分野の採算性の向上もあり4,639百万円（対前年同期比50.9％増）の計上となった。 

  

②機械器具製造業 

 主力であるボイラー分野においては、当連結会計年度の受注高は国内案件が増加し、8,171百万円（対前年同期比 16.9％

増）の計上となり、売上高は前連結会計年度の受注案件の引渡しが順調に推移したこともあり、6,966百万円（対前年同期比

44.2％増）の計上となった。営業利益については、売上高の増加により156百万円（対前年同期比84.0％増）の計上となった。

  

③その他 

 当連結会計年度においては、オフィスビル等賃貸業は期の後半テナントの増加はあったが、売上高は116百万円（対前年同期

比4.9％減）の計上にとどまり、営業利益は161百万円（対前年同期比0.2％減）の計上となった。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  

①日本 

 日本においては、国内設備投資の増加要因もあり、建設工事業においては、ＬＮＧ関連工事が引続き堅調に推移、保守工

事、クリーンルーム関連工事が伸張、機械器具製造業においても、受注工事の順調な進捗・引渡し等があり、売上高について

は、43,720百万円（対前年同期比13.7％増）の計上となった。営業利益については、売上高の増加に加え、コスト削減に努め

たことにより、4,860百万円（対前年同期比45.9%増）の計上となった。 

  

②アジア・アフリカ 

 当連結会計年度においては、アジア・アフリカ地域での受注工事の進捗が進んだこともあり、売上高は1,815百万円（対前年

同期比250.5％増）の計上となったが、コスト面での増加を吸収することが出来ず、営業損失322百万円（前年同期営業損失6百

万円）の計上となった。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動・投資活動における収入

超が大きく寄与し、前連結会計年度に引続き有利子負債の圧縮を行ったが、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は

9,058百万円（対前年同期比10.5％増）となった。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 減損損失の計上により税金等調整前当期純損失となったがキャッシュ・フローへの影響はなく、売上債権の増加、未成工事

支出金の増加等があったものの、3,475百万円の収入超となった（対前年同期比802百万円増）。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 823百万円の支出超は、主に投資有価証券の取得等による支出によるものである（対前年同期比720百万円増）。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 中期経営計画の課題である有利子負債の圧縮を押し進めたこともあり、1,800百万円の支出超となった（対前年同期比553百

万円減）。 

  

 なお、当連結会計年度末においては、コミットメント契約に基づく借入実行残高はない。 

  

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注高 

 （注） 上記以外の事業では、「受注」生産形態をとっていないこともあり記載していない。 

  

(2）完成工事高 

 （注）１．当企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は省略している。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。 

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度 当連結会計年度

対前年同期比 
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 

建設工事業（百万円） 33,705 34,890 3.5％ 

機械器具製造業（百万円） 6,987 8,171 16.9％ 

合計（百万円） 40,692 43,061 5.8％ 

事業の種類別セグメントの
名称 

前連結会計年度 当連結会計年度

増減 
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
対前年 
同期比 

建設工事業 34,015 87.3 38,453 84.4 4,437 13.0％ 

機械器具製造業 4,831 12.4 6,966 15.3 2,134 44.2％ 

その他 122 0.3 116 0.3 △6 △4.9％ 

合計 38,969 100.0 45,536 100.0 6,566 16.9％ 



 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

建設業における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63期（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

第64期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高にその増減額が含

まれる。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

２．次期繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３．当期施工高は（当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致する。 

４．海外工事受注高 

５．上記金額には消費税等は含まれていない。 

  

② 受注工事高の受注方法別比率 

 工事の受注方法は、特命と競争に大別される。 

 （注） 百分比は請負金額比である。 

種類 
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） 

    ％  

断熱 13,770 24,141 37,911 26,012 11,899 21.7 2,585 27,847

建材 282 1,267 1,549 636 913 38.9 355 829

材料売上 818 2,388 3,207 1,378 1,828 － － 1,378

計 14,871 27,797 42,668 28,027 14,641 20.1 2,940 30,056

種類 
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） 

    ％  

断熱 11,899 25,103 37,003 28,055 8,909 35.7 3,181 28,651

建材 913 543 1,456 1,430 64 77.1 49 1,124

材料売上 1,828 823 2,652 1,008 1,643 － － 1,008

計 14,641 26,470 41,111 30,494 10,617 30.4 3,231 30,785

  第63期 4,317 百万円  受注総額に対して 15.5 ％  

  第64期 249  〃   〃 0.9 〃  

期別 部門別 特命（％） 競争（％） 合計（％） 

第63期 
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日） 

断熱 45.6 54.4 100.0 

建材 － 100.0 100.0 

材料売上 － 100.0 100.0 

第64期 
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日） 

断熱 41.0 59.0 100.0 

建材 － 100.0 100.0 

材料売上 － 100.0 100.0 



③ 完成工事高 

 （注）１．完成工事高の内で主なもの 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の金額及びその割合は、次のとおりである。 

３．海外欄の（ ）内の数字は輸出割合である。 

なお、主要海外工事地域および海外工事売上高に対する地域別割合は、次のとおりである。 

４．上記金額には消費税等は含まれていない。 

  

④ 手持工事高（平成18年３月31日現在） 

 （注）１．手持工事高の内で主なもの 

２．上記金額には消費税等は含まれていない。 

  

期別 部門別 

国内

海外（百万円） 
合計 

（百万円）官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

第63期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

断熱 6 21,561 4,443 （17.1）％ 26,012

建材 － 636 － （－） 636

材料売上 － 1,149 229 （16.6） 1,378

計 6 23,347 4,673 （16.7） 28,027

第64期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

断熱 237 25,040 2,630 （9.4）％ 27,908

建材 － 1,430 － （－） 1,430

材料売上 － 1,008 146 （12.7） 1,155

計 237 27,479 2,777 （9.1） 30,494

  第63期 WOODSIDE ENERGY LTD. オーストラリア ＬＮＧ機器・配管断熱工事 

    ㈱川崎造船 ㈱川崎造船 坂出 ＬＮＧ船タンク防熱工事 

  第64期 TSKJ-SERVICOS ナイジェリア ＬＮＧプラント保冷増設工事 

    ㈱川崎造船 ㈱川崎造船 坂出 ＬＮＧ船タンク防熱工事 

  第63期   該当する相手先はない。   

  第64期   三菱重工業㈱ 3,469百万円 11.4％   

  地域 
第63期

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第64期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  東南アジア（％） 5.8 14.9 

  アフリカ及び中近東(％) 49.4 83.5 

  オセアニア（％） 44.6 1.0 

  その他（％） 0.2 0.6 

  計（％） 100.0 100.0 

部門別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円） 

断熱 126 8,821 8,948 

建材 － 25 25 

材料売上 － 1,643 1,643 

計 126 10,490 10,617 

  TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷工事 平成19年10月完成予定 

  ㈱川崎造船 ＬＮＧ船タンク防熱工事 平成19年3月完成予定 



３【対処すべき課題】 

 「収益力の強化」を中長期的な経営戦略において位置付けをしており、経営資源の適正配分、競争力の強化を重点に取り組ん

でいく。当社グループが対処すべき課題としては次のことが挙げられる。 

１．技術力・施工力の優位性を更に目指し、コストダウンに取り組み、競争力の向上を図る。 

２．既存事業領域、既存事業地域の拡大を構築、規模の拡大、収益の増加を図る。 

なお、事業地域の拡大については、カタール国、インドネシア国において現地法人を設立、積極的な営業展開を図る。 

３．財務体質の強化及び事業全体に係るリスクマネジメントを徹底する体制の構築を図る。 

４．人材の確保・育成を含めた経営資源の有効活用を行う。 

  

４【事業等のリスク】 

 当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがある。 

 なお、以下の項目には将来に関する事項が含まれているが、当該事項は有価証券報告書提出日（平成18年６月30日）現在にお

いて判断したものである。 

  

(1）当社グループに関連する需要市場の急激な変動 

 当社グループが形成する各セグメントは、幅広い需要分野に支えられている。国内外において、熱を利用する分野では需要

があると考えており、特定の分野での需要の減少には大きく影響を受けることはないと想定しているが、当社グループの売上

高、営業利益の基盤である国内需要分野の経済状況、統廃合、製造拠点の海外移転等により、需要分野の設備投資が長期に停

滞、減少傾向が続くと、当社グループの売上高、営業利益が減少する可能性がある。また、需要市場の急激な変動により、競

合が激しくなる可能性があり、価格競争にさらされるリスクがある。 

  

(2）完成工事補償のリスク 

 当社グループでは、施工中の品質管理、技術面での確認等、請負契約に基づく条項について細心の注意を払っているが、海

外工事、大型工事等について、引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の費用が大きく発生した場合には、業績及び財務状況に

悪影響を与える可能性がある。 

  

(3）海外長期工事に伴う政治・経済の混乱及び当該国の紛争等によるリスク 

 海外長期工事においては、偶発的なリスクを想定して工事を施工しているが、上記の各項目が発生した場合は、資材調達・

納入の遅延、工事の中断・中止及び現地保有通貨の下落等、当社グループの職掌範囲においても少なからず業績に悪影響を与

える可能性がある。 

  

(4）為替及び金利の変動リスク 

 当社グループの事業は、海外での需要についても積極的に取り組んでおり、業績及び財務状況は、為替相場の変動によって

影響を受ける場合がある。リスクヘッジについては、様々な手段を検討・実施しているが、急激または大きな為替相場の変動

については、回収・支払時期の日本円換算額に影響を与える可能性がある。 

 当社グループは有利子負債の圧縮及びその負債の長期・短期等構成についても手段を講じているが、金利の上昇により、金

利負担が増大する可能性がある。 

  

(5）顧客に対する信用リスク 

 当社グループは、国内外において、主に施工工事の出来高及び引渡し後にその代金を回収している。当社グループが多額の

債権を有する顧客が財務上の問題に直面した場合には、業績及び財務状況に悪影響を与える可能性がある。 

  

(6）会計基準に係る見積もりリスク等 

 繰延税金資産については、税効果会計における回収可能性を保守的に見積って計上しているが、想定している業績計画を下

回った場合、繰延税金資産の取崩の可能性がある。退職給付債務についても、割引率及び期待運用収益率の変更、年金資産の

運用状況等により、未積立退職給付債務の増加等、費用処理される金額が増加する可能性がある。また、固定資産の減損会計

については、減損会計のグルーピングにおける業績、業績計画及び経済状況等により、固定資産の減損損失を計上する可能性

がある。いずれも業績に悪影響を与えることになる。 

  

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 特記事項なし。 

  

６【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、顧客のニーズに迅速に対応するため、材料・製品等の開発・改良から施工技術の開

発まで、幅広く積極的に活動を行っている。 

 現在、研究開発は、当社の中央研究所及び各技術部門を中心に、工事部門及び関連会社、協力会社と密接に連携し、推進して

いる。 

 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は128百万円である。 

  

建設工事業 

 断熱工事専門業者として、在来工法との技術の差別化、新規材料・工法の開発、原価の低減につながる工法開発を行ってい

る。特に超低温保冷分野においては他社に先駆けていち早く工法の開発に着手し、業界での優位性を維持している。 

 保冷工事の主材料である硬質ウレタンフォームのノンフロン処方を確立しつつある。 

 原子力発電所内の保温工事用に従来の金属保温材及びカプセル保温材を改良したものを開発中である。 

 当事業における研究開発費は128百万円である。 

  

・ＬＮＧ工事関連 

 ＬＮＧ運搬船において、地球環境問題で注目されているオゾン層破壊ガスの対策として破壊係数０の硬質ウレタンフォームを

実施済である。 

 海外出荷基地、ＬＮＧ運搬船、国内の受入基地における断熱工事に関し、鋭意新規材料・工法の開発に取り組んでいる。 

 低温流体をシールできる保冷システムを開発し、実用化を目指している。 

  

・新規材料・工法開発 

 防錆性能の有るケイ酸カルシウム保温材「ケイカルエースＷＩＮ」を開発し、製造体制を確立し、鋭意営業展開中である。 

 防汚塗料の用途開発及び周辺技術の開発を継続している。 

 ライニング材の点検工法を開発中である。 

  

・周辺分野 

 防音工事においては、騒音マップ作成ソフトを開発済であり、更に、特殊吸音材の開発を継続中である。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりである。 

 なお、本文に記載している将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月30日）現在において判断したものであ

る。 

  

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成している。この連

結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項については、合理的な基準に基づいて実施している。詳細については、

「第５ 経理の状況 １(1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。 

  

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

①売上高 

 当連結会計年度の売上高は、前年同期比16.9％増加の45,536百万円となった。事業の種類別では、建設工事業において国内

外のＬＮＧ関連分野の断熱工事が前期に引き続き堅調に推移するとともに、国内保守工事等・クリーンルーム関連工事も順調

に推移し、前年同期比13.0％増加の38,453百万円となった。機械器具製造業においては、前連結会計年度の受注案件の引渡し

が順調に推移するとともに、新規案件の引渡しが増加したこともあり、前年同期比44.1％増加の6,966百万円となった。 

  

②営業利益 

 当連結会計年度の営業利益は、前年同期比49.3％増加の4,961百万円となった。増益の主な要因は各事業分野において、売上

高の増加、採算性の向上及び販売費及び一般管理費の支出抑制効果等による。その結果、事業の種類別営業利益は、建設工事

業においては前年同期比51.0%増加の4,639百万円、機械器具製造業においては前年同期比83.5%増加の156百万円の計上となっ

た。 

  

③経常利益 

 当連結会計年度の営業外収益は71百万円減少の205百万円となったが、営業外費用は194百万円減少の488百万円となった。主

な要因は有利子負債圧縮に伴う支払利息の減少による。営業利益の増加に加えて、営業外収支の好転もあり、当連結会計年度

の経常利益は前年同期比60.3％増加の4,678百万円となった。 

  

④当期純損益 

 賃貸事業用不動産（その他）並びに京都工場（機械器具製造業）の資産について減損損失14,216百万円の計上があり、経常

利益の増加、繰延税金負債の取崩があったが、当連結会計年度の当期純損失は4,681百万円となった。 



(3）財政状態の分析 

①総資産・株主資本 

 当社グループの当連結会計年度末における総資産額は52,596百万円となり、前連結会計年度末に比べ、9,551百万円減少し

た。要因としては、資産において、受注高、売上高の増加により、未成工事支出金（仕掛工事）及び完成工事未収入金が増加

したものの、減損損失の影響で土地、建物が減少した。負債の部については、前連結会計年度に発行した新株予約権付社債が

減少し、減損損失により繰延税金負債が減少した。 

 株主資本は16,229百万円と前連結会計年度に比べ2,451百万円減少した。これは主に新株予約権付社債の行使による資本金・

資本準備金の増加があったが、減損損失に伴う当期純損失の計上によるものである。 

  

②キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失の計上により税金等調整前当期純損失となったが、

キャッシュ・フローへの影響はなく、売上債権の増加、未成工事支出金の増加等はあったものの、3,475百万円の収入超となっ

た。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券及び固定資産の取得による支出により、823百万円の支出超となった。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは中期経営計画の課題の一つである有利子負債の圧縮を推し進めたこともあり、1,800百

万円の支出超となった。 

 なお、キャッシュ・フロー指標の傾向は下記のとおりである。 

 （注） 株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算している。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出している。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としている。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用している。 

※利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。 

  

(4）戦略的現状と見通し 

 当連結会計年度を初年度とする新たな「中期経営計画」を策定しており、収益力の強化・有利子負債の圧縮・人事戦略を柱

に、「３[対処すべき課題]」に記載と併せて、事業基盤の拡充に重点を置き、将来に視点を置いた体制作りを推し進める。 

  

(5）経営成績に重要な影響を与える要因 

 「４[事業等のリスク]」に記載のとおりである。 

  

  

  平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率（％） 26.0 30.1 30.9 

時価ベースの株主資本比率（％） 47.7 40.1 107.7 

債務償還年数（年） 4.2 7.6 4.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.5 5.9 10.8 



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）では、製造設備の購入、既存設備の維持更新等を中心に206百万円の設備投資を実施し

た。 

  

①建設工事業 

 浜松工場等における、製造設備の増強および維持更新を中心に投資を行い、その総額は197百万円であった。 

  

②機械器具製造業 

 ボイラー組立工場設備の維持更新を中心に投資を行っている。 

  

③その他 

 賃貸建物の設備更新のための投資を行っている。 

  

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

※ 各支店には管轄する下記ブロックに所在する事業所を含んでいる。 

東部支店・・・・・・・・・・・関東、東北、北海道地方 

近畿・中部支店・・・・・・・・近畿、中部、北陸地方 

中国・四国支店・・・・・・・・中国、四国地方 

九州支店・・・・・・・・・・・九州地方 

    平成18年３月31日現在 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円）

従業 
員数
（人） 

建物 
構築物 

機械装置
車輌運搬
具 
工具器具
備品 

土地

建設
仮勘定 

合計 
面積(㎡) 金額

本社 
（大阪市西区） 

建設工事業 

営業・管理
設備等 
熱絶縁工事
設備 

54 54 118 54 － 163 99

東京本部・東部支店 
（東京都中央区） 

〃 

営業・管理
設備等 
熱絶縁工事
設備 
注２※ 

130 23
6,679
(1,822)

323 － 478 87

近畿・中部支店 
（大阪市西区） 

〃 〃 62 13
1,456
(3,007)

98 － 173 45

中国・四国支店 
（広島市南区） 

〃 〃 63 40
6,299
(2,393)

365 － 469 39

九州支店 
（福岡市中央区） 

〃 〃 43 29
2,489
(1,542)

18 － 90 20

浜松工場・中央研究所
（静岡県浜松市） 

〃 

熱絶縁材料
製造設備 
研究設備 
注４ 

263 152
[35,719]
53,795 

1,656 39 2,111 15



(2）国内子会社 

※ 東京、大阪地区でのオフィスビル等であり、主に当社グループ（当社及び連結子会社）が賃借している。 

  

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれていない。 

２．土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借している。賃借料は年間58百万円であり、土地の面積については、（ ）

内に外書きで示している。 

３．上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがある。 

４．土地及び建物の一部を日本ケイカル㈱へ賃貸している。土地の面積については[ ]内に内書きで示している。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当連結会計年度末現在における主な設備の拡充計画は次のとおりである。 

(1）重要な設備の新設等 

なお、上記投資予定金額のうち、翌連結会計年度の投資額は250百万円を予定している。 

  

(2）重要な設備の除却等 

特記事項なし。 

  

        平成18年３月31日現在

会社名 
事業所 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円）

従業
員数 
（人） 建物

構築物 

機械装置
車輌運搬
具 
工具器具
備品 

土地

建設
仮勘定 

合計 
面積(㎡) 金額

明星建工㈱ 

本社 
（大阪市城東
区） 

建設工事業 

営業・管理
設備等 
建築・内装
工事設備 

47 1 354 355 － 405 25

大阪工場 
（大阪府東大阪
市） 

〃 〃 34 1 380 72 － 108 4

㈱よしみね 

京都工場 
（京都府京田辺
市） 

機械器具製
造業 

ボイラー製
造設備一式 

57 39 13,690 802 － 899 25

広島工場 
（広島県佐伯郡
沖美町） 

〃 〃 17 8 8,623 178 － 204 2

明星不動産㈱ 
本社 
（大阪市西区） 

その他 賃貸ビル※ 1,632 0 2,316 9,152 － 10,785 1

日本ケイカル
㈱ 

本社工場 
（静岡県浜松
市） 

建設工事業 
断熱材製造
設備一式 

16 292
－

（35,719)
－ 1 309 56

  会社名 事業所名 
事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 台数
リース期間 
（年） 

年間リース料
（百万円） 

  明星工業㈱ 本社 建設工事業 コンピュータ １式 5 32 

会社名・事業所 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

内容 
投資予定金額（百万円）

資金調達方法 着手及び完了予定 
総額 既支払額

明星工業株式社・浜松工場 
（静岡県浜松市） 

建設工事業 生産設備拡充 800 39 自己資金
平成17年8月着手 

平成19年12月完了予定 



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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会で一部定款変更を行い削除している。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 190,000,000 

計 190,000,000 

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30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 66,386,718 同左 
大阪証券取引所
（市場第一部） 

－ 

計 66,386,718 同左 － － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．新株予約権の行使によるものである。 

    ２．欠損填補による減少。 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式162,971株は、「個人その他」の欄に162単元及び「単元未満株式の状況」の欄に971株含まれている。 

２．株式会社証券保管振替機構名義の株式13,000株は、「その他の法人」の欄に13単元含まれている。 

年月日 
発行済株式総数

増減数（千株） 
発行済株式総数

残高（千株） 
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17年５月26日 
（注１） 

1,845 62,863 274 6,364 274 3,908

平成17年６月17日 
（注１） 

3,523 66,386 524 6,889 524 4,433

平成17年６月29日 
（注２） 

－ 66,386 － 6,889 △3,433 1,000

        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） － 29 22 194 42 － 3,079 3,366 － 

所有株式数
（単元） 

－ 30,910 597 5,683 16,625 － 11,934 65,749 637,718

所有株式数の
割合（％） 

－ 47.02 0.91 8.64 25.28 － 18.15 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が13,000株（議決権13個）含まれている。 

  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（％） 

モルガンスタンレーアンドカンパニーイン

ターナショナルリミテッド 
（常任代理人モルガン・スタンレー証券会

社東京支店） 

英国・ロンドン 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 
 恵比寿ガーデンプレイスタワー） 

4,180 6.30 

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 4,032 6.07 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 3,500 5.27 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,958 4.46 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 2,957 4.45 

財団法人富本奨学会 大阪市西区京町堀１丁目８番５号 2,695 4.06 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 2,533 3.82 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
大阪市中央区北浜２丁目４番６号 2,508 3.78 

バンクオブニューヨークジーシーエムクラ

イアントアカウンツイーアイエスジー 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行） 

英国・ロンドン 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 2,338 3.52 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都新宿区新宿１丁目８番５号 2,186 3.29 

計 － 29,890 45.02 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,508千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,186千株

  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） 
（自己保有株式）

－ － 
普通株式 162,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 65,587,000 65,587 － 

単元未満株式 普通株式 637,718 －
１単元（1,000株）
未満の株式 

発行済株式総数 66,386,718 － － 

総株主の議決権 － 65,587 － 



②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項なし。 

  

  

    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（％） 

明星工業株式会社 
大阪市西区京町堀
１丁目８番５号 

162,000 － 162,000 0.24 

計 － 162,000 － 162,000 0.24 



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】 

 該当事項なし。 

 なお、平成16年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、旧商法第211条ノ３第１項第２号

の規定により、取締役の決議をもって自己株式を買い受けることができる。」旨を定款に定めている。 

  

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】 

 該当事項なし。 

  

(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】 

 該当事項なし。 

  

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等】 

 該当事項なし。 

  

３【配当政策】 

 当社の配当政策については、将来の企業体質の健全化と強化を考慮し、収益力の向上を目指し、再投資の為の内部留保を充実

させると共に、株主に対する長期的且つ安定的な利益還元を行うことを基本方針としている。 

 配当については当該期の実績、財務状況及び今後の業績見込み等総合的に勘案し実施している。 

 当期の配当については、固定資産の減損処理による特別損失の計上があり、前期に引き続き配当を見送ることを決定した。 



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、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64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） 343 291 501 492 1,065 

最低（円） 166 136 149 341 312 

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） 647 756 899 978 1,065 877 

最低（円） 565 638 699 810 775 720 



５【役員の状況】 

 （注）１．監査役の上村恭一及び吉竹英之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  大谷 壽輝 昭和20年１月１日生 

昭和43年３月 当社入社 

平成元年５月 事業統括部長 

平成３年６月 取締役就任 

平成12年４月 常務取締役就任 

平成13年６月 代表取締役就任（現） 

平成13年６月 取締役社長就任（現） 

37 

取締役 支店統括 下村 勉 昭和24年１月14日生 

昭和46年３月 当社入社 

平成11年５月 東部支店長 

平成11年６月 取締役就任（現） 

平成14年４月 支店統括（現） 

19 

取締役 
営業統括部長・

調達部担当 
朝倉 滋 昭和23年３月７日生 

昭和45年３月 当社入社 

平成13年４月 環境事業統括部長 

平成13年６月 取締役就任（現） 

平成15年６月 営業統括部長、調達部担当

（現） 

12 

取締役 

工事統括部長、

低温船PJ担当、

ナイジェリアPJ

ダイレクター、

浜松工場・安全

管理部担当 

木村 幸夫 昭和21年２月23日生 

昭和43年３月 当社入社 

平成12年４月 工事統括部長 

平成14年６月 取締役就任（現） 

平成15年６月 工事統括部長、ナイジェリアPJ

ダイレクター、浜松工場・安全

管理部担当（現） 

低温船PJ担当ダイレクター 

平成18年４月 低温船PJ担当（現） 

8 

取締役 

技術統括部長、

品質管理部担当 

カタール・タス

クチームダイレ

クター 

吉井 幹男 昭和25年７月29日生 

昭和48年３月 当社入社 

平成14年４月 技術統括部長 

平成14年６月 取締役就任（現） 

平成15年６月 技術統括部長・品質管理部担当

（現） 

平成18年６月 カタール・タスクチームダイレ

クター（現） 

10 

取締役 

財務部長、総務

部・関連会社担

当 

印田 博 昭和25年12月21日生 

昭和49年６月 当社入社 

平成12年４月 財務部管理課長、MEISEI 

INTERNATIONAL PTE.LTD.取締役

社長（現） 

平成15年４月 財務部長（現） 

平成17年６月 取締役就任（現） 

総務部・関連会社担当（現） 

7 

常勤監査役   佐治 辰男 昭和21年12月18日生 

昭和44年３月 当社入社 

平成14年４月 中部支店長 

平成16年６月 常勤監査役就任（現） 

5 

監査役   上村 恭一 昭和15年３月29日生 

昭和45年４月 公認会計士上村恭一事務所代表

（現） 

平成７年６月 監査役就任（現） 

平成12年８月 有恒監査法人代表社員（現） 

－ 

監査役   吉竹 英之 昭和11年11月１日生 

平成６年７月 南税務署長 

平成７年９月 税理士登録開業（現） 

平成９年６月 監査役就任（現） 

－ 

      計 100 



２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。 

補欠監査役の略歴は以下のとおりである。 

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社グループは、常に経営の本質をわきまえ、未来への挑戦を心がけ、事業を展開している。 

 企業価値の向上を目指す上において、経営の透明性を保ち、諸施策に取り組むことがコーポレート・ガバナンスに関する基本

的な考えと位置付けている。 

  

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 

(1）取締役会は毎月１回定例で開催され、必要な場合は臨時に開催し、法令及び定款に定められた事項、その他経営上の重要事

項について報告・協議・決定するとともに業務執行の状況の確認などを行っている。 

  

(2）当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されている。監査役会及び監査役に専任のス

タッフは配置していないが、監査室が中心となり業務を支援している。監査役の活動は、取締役会への出席、本社その他の主

要事業所及び子会社への監査、会計監査人からの監査計画及び会計監査結果報告（中間・期末決算毎）を中心に行っている。 

 なお、当社と社外監査役の間には、特別な利害関係はない。 

  

(3）内部監査は監査室が年度監査計画を期初に策定、取締役会に報告し、各事業所の業務運営と会計処理が法令及び社内規定に

基づき適正に行われているかについて監査を実施、結果については関係する取締役及び対象事業所に報告し、必要に応じて関

連部門と連携委員会を開催している。 

  

(4）会計監査は新日本監査法人と商法監査と証券取引法監査について、監査契約を締結している。同監査法人及び当社監査に従

事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はない。当期において業務を執行した同監査法人の公認会

計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりである。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員 業務執行社員 ： 岡本髙郎、小竹伸幸、小川佳男 

継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略している。同監査法人はすでに自主的に業務執行

社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっている。 

・会計監査業務に係わった補助者の構成 

公認会計士 ６名  会計士補 ７名 

  

(5）役員報酬の内容 

 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する年間報酬総額 

取締役     58百万円 

監査役     18百万円 

 株主総会決議に基づく役員退職慰労金の支給額 

取締役     16百万円 

  

(6）監査報酬の内容 

 当社の会計監査人である新日本監査法人に対する報酬 

公認会計士（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の金額  21百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はない。 

氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
（千株） 

大野 一成 昭和21年7月３日生 

昭和44年４月 大同生命保険相互会社入社 

平成13年３月 大同生命保険相互会社専務取締役 

平成14年４月 大同生命保険株式会社専務取締役 

－ 



リスク管理体制の整備の状況 

 事業活動全般にわたり生じる様々なリスクのうち、経営上意思決定を必要とする重要なものは、関連部門においてリスクに対

する検討を行い、取締役会において協議を行っている。業務運営上のリスクについては、社内関係部署間で連携を取りながら、

社内規則に基づき決裁を受けた上で実施している。 

 当社の業務執行・内部統制等は下記のとおりである。 

 

  

 （注） 取締役会における担当役員は、社内法務担当及び社外の弁護士と情報を交換し、企業活動における法令遵守、公正性、倫

理性の確保について徹底を図っている。 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成の方法について 

(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）に準じて記載している。 

 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基づいて作成している。 

  

(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条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成してい

る。 

 ただし、第63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

諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、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）の連結財務

諸表及び第63期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）の財務諸表並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）の連結財務諸表及び第64期（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監

査法人の監査を受けている。 

  

  



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） 
当連結会計年度 

（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
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金預金 ※2  8,306 9,174 

受取手形   2,514 1,030 

完成工事未収入金    10,284 14,063 

未成工事支出金   3,662 4,631 

その他たな卸資産   295 304 

繰延税金資産   1,071 1,091 

その他   1,027 715 

貸倒引当金   △161 △56 

流動資産合計   27,001 43.4 30,955 58.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

建物及び構築物 ※2  7,370 7,053 

機械装置及び運搬具 ※2  4,462 4,220 

土地 ※2.4  26,994 13,094 

その他   804 811 

減価償却累計額   △8,919 △8,916 

有形固定資産計   30,713 49.4 16,261 30.9

２．無形固定資産 ※1  32 0.1 30 0.1

３．投資その他の資産    

投資有価証券 ※2.5  1,918 3,545 

繰延税金資産   1,808 1,101 

その他   814 830 

貸倒引当金   △141 △128 

投資その他の資産計   4,399 7.1 5,349 10.1

固定資産合計   35,145 56.6 21,641 41.1

資産合計   62,147 100.0 52,596 100.0

     



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

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   2,966 3,923 

工事未払金   3,145 4,420 

短期借入金 ※2  8,983 6,403 

１年以内に償還予定の
社債 

※2  200 300 

未払法人税等   193 253 

未成工事受入金   3,071 2,085 

賞与引当金   349 398 

完成工事補償引当金   68 70 

その他   1,686 1,872 

流動負債合計   20,665 33.2 19,727 37.5

Ⅱ 固定負債    

社債 ※2  1,400 1,100 

新株予約権付社債   1,600 － 

長期借入金 ※2  7,999 9,100 

退職給付引当金   1,061 1,101 

役員退職給与引当金   167 124 

繰延税金負債   8,893 3,574 

再評価に係る繰延税金
負債 

※4  572 641 

その他   427 276 

固定負債合計   22,121 35.6 15,919 30.2

負債合計   42,786 68.8 35,647 67.7

     

（少数株主持分）    

少数株主持分   679 1.1 718 1.4

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※6  6,089 9.8 6,889 13.1

Ⅱ 資本剰余金   3,633 5.9 1,000 1.9

Ⅲ 利益剰余金   7,454 12.0 6,256 11.9

Ⅳ 土地再評価差額金 ※4  836 1.4 767 1.5

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  439 0.7 1,107 2.1

Ⅵ 為替換算調整勘定   263 0.4 265 0.5

Ⅶ 自己株式 ※7  △35 △0.1 △56 △0.1

資本合計   18,681 30.1 16,229 30.9

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  62,147 100.0 52,596 100.0

     



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   38,969 100.0 45,536 100.0

Ⅱ 完成工事原価 ※2  31,630 81.2 36,304 79.7

完成工事総利益   7,339 18.8 9,231 20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2  4,015 10.3 4,270 9.4

営業利益   3,324 8.5 4,961 10.9

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  41 22  

受取配当金  53 18  

為替差益  46 36  

匿名組合投資収益 ※6 － 22  

雑収入  135 277 0.7 105 205 0.5

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  473 344  

社債発行費  22 －  

雑支出  187 682 1.7 143 488 1.1

経常利益   2,918 7.5 4,678 10.3

Ⅵ 特別利益    

貸倒引当金戻入額  － 98  

投資有価証券売却益  4 4 0.0 － 98 0.2

Ⅶ 特別損失    

減損損失 ※3 － 14,216  

固定資産売却損 ※4 112 －  

固定資産廃棄損 ※5 29 141 0.4 － 14,216 31.2

税金等調整前当期純損
失 

  － － 9,438 △20.7

税金等調整前当期純利
益 

  2,780 7.1 － －

法人税、住民税及び事
業税 

 201 274  

法人税等調整額  △114 86 0.2 △5,082 △4,807 △10.5

少数株主利益   91 0.2 50 0.1

当期純損失   － － 4,681 △10.3

当期純利益   2,602 6.7 － －

        



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  3,433 3,633 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  199 799

２．自己株式処分差益  0 200 0 800 

Ⅲ 資本剰余金減少高  

１．欠損填補のための取崩
額 

 － － 3,433 3,433 

Ⅳ 資本剰余金期末残高  3,633 1,000 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,921 7,454 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  2,602 －

２．土地再評価差額金取崩
額 

 94 －

３．資本剰余金取崩額  － 3,433

４．連結子会社減少に伴う
剰余金増加高 

 － 2,696 58 3,492 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  － 4,681

２．配当金  149 －

３．取締役賞与金  8 8

４．連結子会社減少に伴う
剰余金減少高 

 5 163 － 4,690 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  7,454 6,256 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損益（純損失：△） 2,780 △9,438 

減価償却費 465 400 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △93 △117 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 56 40 

役員退職給与引当金の増減額（減少：△） △28 △42 

その他引当金増減額（減少：△） 46 51 

受取利息及び受取配当金 △95 △40 

支払利息 473 344 

為替差損益(差益：△) △11 3 

投資有価証券売却損益(売却益：△) △4 － 

固定資産処分損益(処分益：△) 141 － 

減損損失 － 14,216 

役員賞与支払額 △8 △8 

少数株主負担役員賞与支払額 △5 △5 

売上債権の増減額（増加：△） △864 △2,297 

未成工事支出金の増減額（増加：△） △959 △968 

その他たな卸資産の増減額（増加：△） 365 △9 

未成工事受入金の増減額（減少：△） 647 △986 

仕入債務の増減額（減少：△） △518 2,366 

その他 832 411 

（小計） 3,220 3,918 

利息及び配当金の受取額 94 40 

利息の支払額 △456 △322 

法人税等の支払額 △186 △160 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,672 3,475 



  

  

  次へ 

  
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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

長期預金の増減額(増加：△) － △100 

定期預金の預入による支出 △59 △59 

定期預金の払戻による収入 107 59 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 

1 － 

投資有価証券の取得による支出 △170 △528 

投資有価証券の売却による収入 25 20 

有形固定資産の取得による支出 △214 △295 

有形固定資産の売却による収入 220 18 

その他 △14 62 

投資活動によるキャッシュ・フロー △103 △823 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

社債発行による収入 2,177 － 

社債償還による支出 △200 △200 

短期借入金の純増減額(減少：△) △4,400 532 

長期借入による収入 3,850 4,600 

長期借入金の返済による支出 △3,511 △6,611 

ファイナンス・リース債務の返済による支
出 

  △101 △96 

配当金の支払額 △149 － 

少数株主への配当金の支払額 △5 △5 

その他 △14 △20 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,354 △1,800 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16 18 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 230 868 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,213 8,198 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物の減少高 △245 △9 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 8,198 9,058 

  



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
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） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社12社のうち10社を連結してい

る。 

 主要な連結子会社名は、「第１ 企業

の概況４．関係会社の状況」に記載して

いるため、省略した。 

 なお、前連結会計年度まで連結子会社

であった4M INDUSTRY SDN. BHD.は、平

成16年９月１日に解散決議を行ったこと

により、当中間連結会計期間末において

連結の範囲から除外している。また、前

連結会計年度まで連結子会社であった㈱

ケーピーシーメイセイは、平成16年９月

30日に株式の譲渡を行ったことにより、

当中間連結会計期間末において連結の範

囲から除外している。 

 子会社11社のうち９社を連結してい

る。 

 主要な連結子会社名は、「第１ 企業

の概況４．関係会社の状況」に記載して

いるため、省略した。 

 なお、前連結会計年度まで連結子会社

であったMEISEI INDUSTRIAL （M) 

SDN.BHD.は、平成17年11月22日に特別清

算の開始が決定したことにより、当連結

会計年度において連結の範囲から除外し

ている。 

   非連結子会社名  非連結子会社名 

   4M INDUSTRY SDN. BHD.  4M INDUSTRY SDN. BHD. 

  同社は平成16年９月１日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため連結の範囲から

除外している。 

同社は平成16年９月１日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため連結の範囲から

除外している。 

   非連結子会社名  非連結子会社名 

   P.T.MEISEI SARANA INDONESIA  MEISEI INDUSTRIAL （M) SDN.BHD. 

  同社は平成14年3月1日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため連結の範囲から

除外している。 

同社は平成17年11月22日に特別清算の開

始が決定し、重要性が乏しいため連結の

範囲から除外している。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会社

名 

 持分法を適用していない非連結子会社

名 

   4M INDUSTRY SDN. BHD.  4M INDUSTRY SDN. BHD. 

  同社は平成16年９月１日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため持分法の適用範

囲に含めていない。 

同社は平成16年９月１日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため持分法の適用範

囲に含めていない。 

   持分法を適用していない非連結子会社

名 

 持分法を適用していない非連結子会社

名 

   P.T.MEISEI SARANA INDONESIA  MEISEI INDUSTRIAL （M) SDN.BHD. 

  同社は平成14年3月1日に解散決議を行

い、重要性が乏しいため持分法の適用範

囲に含めていない。 

同社は平成17年11月22日に特別清算の開

始が決定し、重要性が乏しいため持分法

の適用範囲に含めていない。 



  
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 

 連結子会社のうち、在外連結子会社で

あるMEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.ほ

か２社の決算日は12月31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており、

連結決算日までの期間に発生した重要な

取引については連結上必要な調整を行っ

ている。 

 連結子会社のうち、在外連結子会社で

あるMEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.ほ

か１社の決算日は12月31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており、

連結決算日までの期間に発生した重要な

取引については連結上必要な調整を行っ

ている。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 

  満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）による。 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定してい

る。)による。 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法によ

る。 

同左 

  ②デリバティブ取引 ②デリバティブ取引 

  時価法による。 同左 

  ③たな卸資産 ③たな卸資産 

  未成工事支出金 未成工事支出金 

  個別法に基づく原価法による。 同左 

  その他たな卸資産 その他たな卸資産 

  主として移動平均法に基づく原価

法による。 

同左 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

  有形固定資産 有形固定資産 

  連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社…定率法 

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）

は、定額法を採用して

いる。 

同左 

  在外連結子会社…定額法   



  
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） 

  (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は、債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を

計上している。 

 在外連結子会社は債権について

は、個別に回収不能見込額を計上し

ている。 

 同左 

  ②完成工事補償引当金 ②完成工事補償引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社の一部は、引渡しを完了し

た工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、将来の見積補償額に基づき

計上している。 

 同左 

  ③賞与引当金 ③賞与引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は、従業員（使用人兼務役

員を含む）に支給する賞与に充てる

ため、翌連結会計年度の支給見込額

のうち当連結会計年度対応額を見積

計上している。 

 同左 

  ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、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

いる。 

 なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法により発生翌連結会計年度から

費用処理している。 

 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

期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理している。 

 同左 

  ⑤役員退職給与引当金 ⑤役員退職給与引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社の一部は役員の退職金の支

給に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。 

 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） 

  (ニ)重要な外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

(ニ)重要な外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

いる。 

 なお、在外連結子会社の資産、負

債、収益及び費用は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含めて

計上している。 

 同左 

  (ホ)収益及び費用の計上基準 (ホ)収益及び費用の計上基準 

   長期大型（工期１年以上且つ請負

金額５億円以上）の工事に係る収益

の計上については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成基

準を適用している。 

 ただし、在外連結子会社について

は工事進行基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成工

事高は7,732百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請負

金額５億円以上）の工事に係る収益

の計上については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成基

準を適用している。 

 ただし、在外連結子会社について

は工事進行基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成工

事高は10,154百万円である。 

  (ヘ)重要なリース取引の処理方法 (ヘ)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

会計処理を採用している。 

 同左 

  (ト)重要なヘッジ会計の方法 (ト)重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   原則として、繰延ヘッジ処理によ

っている。 

 なお、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ等については、特

例処理を採用している。 

 同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりである。 

 同左 

  ａ．ヘッジ手段 ａ．ヘッジ手段 

  為替予約及び通貨オプション 同左 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  材料輸入による外貨建買入債

務 

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） 

  ｂ．ヘッジ手段 ｂ．ヘッジ手段 

  金利スワップ及び金利オプシ

ョン 

同左 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  短期借入金及び長期借入金 同左 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   当社及び連結子会社の一部におい

ては、為替リスク及び金利リスクを

効果的に回避する手段として、現在

及び将来の債権及び債務の残高の範

囲内でデリバティブ取引を行ってお

り、投機目的やトレーディング目的

での取引は一切行っていない。な

お、デリバティブ取引の執行にあた

っては、個別に取締役会で実施方針

を決定している。また、連結子会社

におけるデリバティブ取引の執行に

あたっては、その都度事前に当社に

報告され、当社の主導のもと実施方

針を決定している。 

 同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動の累計

又は相場変動を比較し、両者の変動

額等を基礎にして、ヘッジ有効性を

評価している。ただし、特例処理を

採用している金利スワップ等につい

ては、有効性の評価を省略してい

る。 

 同左 

  (チ）繰延資産の処理方法 ────── 

  社債発行費   

   支出時に全額費用として処理して

いる。 

  

  (リ）新株予約権付社債の処理方法 ────── 

   代用払込の請求があったものとみ

なす新株予約権付社債のうち、転換

社債と経済的実質が同一と考えられ

るものは一括法を採用している。 

  

  (ヌ)その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(ヌ)その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用している。  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 

  

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） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してい

る。 

 同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っている。 

 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、連結会計期間に

おいて確定した利益処分等に基づいて作

成している。 

 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 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっている。 

 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））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用してい

る。これにより、税金等調整前当期純損失は14,216百万

円増加している。セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載している。 

なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直

接控除している。 

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） 

────── （連結損益計算書関係） 

   前連結会計年度まで「雑収入」に含めて表示していた

「匿名組合投資収益」（前連結会計年度17百万円）は、

当連結会計年度において営業外費用の100分の10を超え

たため、区分表示している。 



追加情報 

  

  

  次へ 

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

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割37百万円

を販売費及び一般管理費として処理している。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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 無形固定資産に含まれる連結調整勘定の金額 ※１ 無形固定資産に含まれる連結調整勘定の金額 

4百万円 2百万円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおりである。  担保に供している資産は次のとおりである。 

①工場財団 ①工場財団 
  

土地 19,392百万円

建物及び構築物 2,174百万円

機械及び運搬具 89百万円

土地 10,307百万円

建物及び構築物 1,749百万円

機械及び運搬具 62百万円

 上記に対応する債務は次のとおりである。  上記に対応する債務は次のとおりである。 
  

短期借入金 6,730百万円

長期借入金 5,450百万円

保証債務（社債） 1,300百万円

短期借入金 3,650百万円

長期借入金 6,850百万円

保証債務（社債） 1,100百万円

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は

6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は 

6,500百万円である。 

②その他 ②その他 
  

現金預金 100百万円

建物及び構築物 78百万円

土地 5,791百万円

投資有価証券 524百万円

現金預金 100百万円

建物及び構築物 73百万円

土地 981百万円

投資有価証券 960百万円

 上記に対応する債務は次のとおりである。  上記に対応する債務は次のとおりである。 
  

短期借入金 740百万円

長期借入金 165百万円

短期借入金 790百万円

長期借入金 74百万円



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） 

 ３ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約  ３ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融

機関５行とコミットメントライン契約を締結してい

る。 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融

機関６行とコミットメントライン契約を締結してい

る。 

 上記契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実

行残高等 

 上記契約に基づく当連結会計年度末日の借入未実

行残高等 
  

貸出コミットメントラインの
総額 

4,000百万円

借入金実行残高 － 

差引額 4,000百万円

貸出コミットメントラインの
総額 

4,000百万円

借入金実行残高 － 

差引額 4,000百万円

  
 なお、平成18年３月30日に新規コミットメントラ

イン契約を更新しており、旧契約における借入実行

残高は、1,200百万円である。 

※４ 連結財務諸表提出会社は、「土地の再評価に関す

る法律」（平成10年３月31日 法律第34号）及び

「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日 法律第19号）に基づき、

事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資

本の部に計上している。 

※４ 連結財務諸表提出会社は、「土地の再評価に関す

る法律」（平成10年３月31日 法律第34号）及び

「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日 法律第19号）に基づき、

事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資

本の部に計上している。 

再評価の方法 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定

める算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整

を行い算出している。 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定

める算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整

を行い算出している。 
  

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△748百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△862百万円

※５ 非連結子会社に対するものは次のとおりである。 ※５ 非連結子会社に対するものは次のとおりである。 
  

投資有価証券（株式） 29百万円 投資有価証券（株式） 29百万円

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式61,017,592株

である。 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式66,386,718株

である。 

※７ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式131,065株である。 

※７ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式162,971株である。 

 ８ 保証債務  ８ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対する契約履行

保証、前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を

行ったことに対する保証を行っている。 

 連結会社以外の会社の受注工事に対する契約履行

保証、前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を

行ったことに対する保証を行っている。 
  

PT.TERAS TEKNIK PERDANA 66百万円 PT.TERAS TEKNIK PERDANA 37百万円



（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、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。 
  

従業員給料手当 1,708百万円

賞与引当金繰入額 189百万円

役員退職給与引当金繰入額 3百万円

退職給付費用 170百万円

減価償却費 121百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円

従業員給料手当 1,868百万円

賞与引当金繰入額 213百万円

役員退職給与引当金繰入額 62百万円

退職給付費用 153百万円

減価償却費 119百万円

※２ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発

費 

※２ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発

費 

122百万円 128百万円 

────── 

  

※３ 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

について減損損失を計上した。 

  
用途 種類 場所 

賃貸事業用不動
産 

土地及び
建物 

大阪市西区・東京都
中央区 

京都工場（機械
器具製造業） 

土地 京都府京田辺市 

   当社は、稼動資産については、主として管理会計

上の区分に基づき個々の事業、製品、サービスのカ

テゴリーをグルーピングの単位としている。なお、

遊休資産については、各不動産等をグルーピングの

単位としている。 

 上記の資産の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（14,216百万円）として

特別損失に計上した。その内訳は、建物及び構築物

316百万円、土地13,900百万円である。なお、当該

資産の回収可能価額は正味売却価額（不動産鑑定評

価基準に基づく鑑定評価額又は路線価）を採用して

いる。 

※４ 固定資産売却損は、主に連結財務諸表提出会社の

遊休土地の売却によるものである。 

────── 

  

※５ 固定資産廃棄損は、連結子会社の建物の廃棄によ

るものである。 

────── 

  

────── ※６ レバレッジドリースに係る投資損益である。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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

掲載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

掲載されている科目の金額との関係 
  
現金預金勘定 8,306百万円

流動資産のその他（有価証券） 60百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △159百万円

預入期間が３か月を超える有価証券 △9百万円

現金及び現金同等物 8,198百万円

現金預金勘定 9,174百万円

流動資産のその他（有価証券） 52百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △159百万円

預入期間が３か月を超える有価証券 △9百万円

現金及び現金同等物 9,058百万円

２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

────── 

㈱ケーピーシーメイセイ（平成16年９月30日現在）   
  

流動資産 118百万円

固定資産 5百万円

 資産合計 123百万円

流動負債 103百万円

固定負債 －百万円

 負債合計 103百万円

  

３．重要な非資金取引の内容 ３．重要な非資金取引の内容 
  

新株予約権の行使による資本金
増加額 

199百万円

新株予約権の行使による資本準
備金増加額 

199百万円

新株予約権の行使による新株予
約権付社債減少額 

400百万円

新株予約権の行使による資本金
増加額 

799百万円

新株予約権の行使による資本準
備金増加額 

799百万円

新株予約権の行使による新株予
約権付社債減少額 

1,600百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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．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 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

7 3 3

工具器具備品 251 203 47

合計 258 207 51

取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

機械装置及び
運搬具 

7 4 2 

工具器具備品 175 133 41 

合計 182 138 44 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」により算出し

ている。 

（注）同左 

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 22百万円

１年超 29百万円

合計 51百万円

１年内 18百万円

１年超 26百万円

合計 44百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、「支払利子込み

法」により算出している。 

（注）同左 

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  
支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 44百万円

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

④減価償却費相当額の算定方法 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

定額法によっている。 

 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 4百万円

１年超 9百万円

合計 14百万円

１年内 4百万円

１年超 5百万円

合計 9百万円

  （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はない。 



（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．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在） 

  

２．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） 

  

３．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） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年３月31日現在） 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日現在） 

  

種類 
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

国債 9 9 0 

合計 9 9 0 

種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 584 1,325 740 

(2）その他 53 59 6 

小計 638 1,385 747 

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 4 2 △1 

(2）債券（その他） 107 101 △5 

(3）その他 20 18 △2 

小計 132 122 △9 

合計 770 1,508 737 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

  

20 4 －  

種類 
連結貸借対照表計
上額(百万円) 

  

その他有価証券 

マネー・マネジメント・フ
ァンド 

51

非上場株式 410

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

  

債券 国債 9 －  

合計 9 －  



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．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

  

２．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） 

  

３．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） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年３月31日現在） 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日現在） 

  

種類 
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

国債 9 10 0 

合計 9 10 0 

種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 795 2,628 1,832 

(2）その他 53 91 37 

小計 849 2,719 1,870 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1）債券（社債） 101 97 △4 

（その他） 307 298 △9 

(2）その他 20 19 △0 

小計 429 415 △13 

合計 1,278 3,135 1,856 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

  

20 － 0  

種類 
連結貸借対照表計
上額(百万円) 

  

その他有価証券 

フリー・ファイナンシャル
ファンド 

43

非上場株式 410

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

  

債券 国債 9 －  

合計 9 －  



有価証券の減損処理 

  

  

  次へ 

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） その他有価証券で時価のある株式について減

損処理を行っているものはない。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、連結会

計年度末における時価が取得原価に比べ50％以

上下落した場合には全て減損処理を行い、30％

～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っている。 

同左 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 資金調達コストの削減のため金利関連のデリバティ

ブ取引を、また、主に海外工事に係る外貨建ての売上

債権、資材調達による買入債務の為替レートの変動に

よるリスクをヘッジするために通貨関連デリバティブ

取引を利用している。 

 同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社及び連結子会社の一部においては、通常業務を

遂行する上で金利リスク、為替リスクなどさまざまな

リスクに晒されており、このようなリスクを効率的に

回避する手段として、現在及び将来の債権・債務の残

高の範囲内でデリバティブ取引を行っている。なお、

投機目的やトレーディング目的でのこれらの取引は一

切行っていない。 

 同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 金利デリバティブ取引では、短期金利連動債務の支

払コスト上昇ヘッジとしては金利スワップ取引及び金

利オプション取引を利用している。 

 金利スワップ取引としては、取引相手方に予め一定

の金額（プレミアム）を分割で支払う対価として、契

約期間中の基準金利（６ヶ月ＬＩＢＯＲ）が上限金利

以上に上昇した際に、一定限度額を条件として、その

差額を取引相手方より受け取ることができるものや、

契約期間中において６ヶ月ＴＩＢＯＲが一定の金利以

上に上昇すれば、取引相手方より受取・支払の差額と

して一定の金額を受け取ることができるもの等の取引

を利用している。また、長期金利連動債務の支払コス

ト上昇ヘッジとしては、長期調達資金に関連する金利

リスク管理の目的で先スタート金利スワップ取引を利

用している。 

 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） 

 金利オプション取引としては、取引相手方に予め一

定の金額（プレミアム）を一括前払で支払う対価とし

て、契約期間中の金利水準（６ヶ月ＬＩＢＯＲ）によ

り、一定限度額を条件として、取引相手方より金額を

受け取ることができるものを利用している。 

 何れの場合も、金利に連動する調達資金の支払コス

ト上昇に対するヘッジが可能である。 

  

 通貨デリバティブ取引では、主として為替先物予約

を利用している。為替先物予約は将来の一定時点にお

いて異なる通貨を交換する取引である。当社及び連結

子会社の一部においては、海外工事に係る外貨建売上

債権を円貨に変換するために利用しており、これによ

り将来の売上代金回収時において為替変動により円貨

での売上が減額されるリスクをヘッジしている。また

資材調達による外貨建債務を円貨建債務に変換するた

めに利用しており、これによって買付代金の決済時に

おいて、為替変動により債務が増大するリスクをヘッ

ジしている。 

  

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引自体に付随する独自のリスクのう

ち主要なものとしては市場リスクと信用リスクがあ

る。 

 市場リスクとは市場の変化によりポジションに損益

が発生するリスクであり、金利デリバティブは金利変

動リスク、通貨デリバティブは為替変動リスクに晒さ

れている。当社グループでは月次でこれらの時価を把

握しており、市場が大幅に変動して大きな損失を被る

可能性がある場合には迅速な対応ができるよう管理体

制を整備している。 

 信用リスクとは取引の相手方が債務不履行に陥るこ

とにより、取引が継続していれば将来得られるはずで

あった効果を享受できなくなるリスクである。当社グ

ループのデリバティブ取引の相手方は格付けの高い銀

行、証券会社に限られており、取引相手方の債務不履

行による損失の発生は予想していない。 

 同左 



  

２．取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いている。 

  

  次へ 

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） 

(5）取引に係るリスクの管理体制 (5）取引に係るリスクの管理体制 

 当社グループでは、デリバティブ取引の執行及び管

理は、財務部内で行われる少額の通貨デリバティブを

除いて、デリバティブ取引の執行は取締役会の決裁事

項であり、執行後は財務部長及び担当役員に報告され

る。財務部内では常にデリバティブ取引の残高状況、

評価損益状況を把握し、随時財務部長に報告され、財

務部長は必要と認める場合にはポジション状況を担当

役員に報告するという体制をとっている。また、連結

子会社におけるデリバティブ取引の執行については、

その都度事前に当社に報告され、当社の主導のもと最

善の方法にてその執行が行われる体制となっている。

なお、取引に関する管理規定等は特に設けていない。 

 同左 

  前連結会計年度末（平成17年3月31日） 当連結会計年度末（平成18年3月31日） 

区分 取引の種類 契約額 うち1年超 時価 評価損益 契約額 うち1年超 時価 評価損益

市場取
引以外
の取引 

為替予約取引   

売建   

米ドル 211 － △2 △2 － － － －

合計 211 － △2 △2 － － － －



（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、厚生年金基金（総合型）制度、適格退職年金制度

及び退職一時金制度を設けている。また、従業員の退

職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う

場合がある。 

 なお、海外連結子会社では確定給付型の退職一時金

制度を設けている。 

 同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
  
退職給付債務 △2,729百万円

年金資産 1,323 

未積立退職給付債務 △1,405 

未認識数理計算上の差異 246 

未認識過去勤務債務（債務の増額） 98 

退職給付引当金 △1,061 

退職給付債務 △2,754百万円

年金資産 1,477 

未積立退職給付債務 △1,276 

未認識数理計算上の差異 89 

未認識過去勤務債務（債務の増額） 85 

退職給付引当金 △1,101 

（注）１．厚生年金基金（総合型）分の退職給付債務は

含めていない。 

 なお、当連結会計年度末の給与比により計算

した厚生年金基金（総合型）の資産額は942百

万円である。 

（注）１．厚生年金基金（総合型）分の退職給付債務は

含めていない。 

 なお、当連結会計年度末の給与比により計算

した厚生年金基金（総合型）の資産額は1,256

百万円である。 

２．連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用している。 

２．同左 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
  
勤務費用 190百万円

利息費用 49 

期待運用収益 △22 

数理計算上の差異の費用処理額 26 

過去勤務債務の費用処理額 12 

退職給付費用 256 

勤務費用 206百万円

利息費用 41 

期待運用収益 △24 

数理計算上の差異の費用処理額 33 

過去勤務債務の費用処理額 12 

退職給付費用 269 

（注）１．厚生年金基金（総合型）への拠出金（従業員

拠出額控除後）は、「勤務費用」に計上してい

る。 

（注）同左 

２．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」に計上している。 

  



  

（税効果会計関係） 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  
退職給付見込額の
期間配分方法 

  期間定額基準 

割引率   2.0％ 

期待運用収益率   2.5％ 

数理計算上の 
差異の処理年数 

  10年（発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法により、翌連
結会計年度から費用処理して
いる。） 

過去勤務債務の 
額の処理年数 

  10年（発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法による。）   

退職給付見込額の
期間配分方法 

  同左 

割引率   同左 

期待運用収益率   同左 

数理計算上の 
差異の処理年数 

  同左 
  
  
  
  

過去勤務債務の 
額の処理年数 

  同左 

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生

の主な原因別の内訳 

    

  
繰延税金資産 

繰越欠損金 

貸倒引当金 

賞与引当金 

退職給付引当金 

役員退職給与引当金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

固定資産評価差額 

固定資産圧縮積立金 

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

再評価に係る繰延税金負債 

  
   

6,645 百万円

45  

141  

396  

67  

272  

7,570  

△4,392  

3,178  

   

△8,767  

△125  

△298  

△9,191  

△6,013  

△572  

   

4,686 百万円

46  

151  

422  

50  

876  

6,232  

△3,292  

2,940  

   

△3,448  

△124  

△746  

△4,319  

△1,379  

△641  

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 

（調整） 

交際費等損金に算入されない項目 

住民税均等割額等 

評価性引当額 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

  
40.6 ％ 

   

1.9  

1.9  

△42.3  

1.0  

3.1  

 当連結会計年度は、税金等調整

前当期純損失の計上となっている

ため、記載していない。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  
建設工事業 
(百万円) 

機械器具製
造業 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全
社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 34,015 4,831 122 38,969 － 38,969

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

47 197 296 541 (541) －

計 34,062 5,029 418 39,511 (541) 38,969

営業費用 30,989 4,944 256 36,190 (545) 35,645

営業利益 3,073 85 162 3,320 3 3,324

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 25,937 9,425 20,383 55,745 6,401 62,147

減価償却費 337 14 113 465 － 465

資本的支出 349 5 4 358 － 358

  
建設工事業 
(百万円) 

機械器具製
造業 
(百万円) 

その他
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全
社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 38,453 6,966 116 45,536 － 45,536

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

46 877 299 1,223 (1,223) －

計 38,500 7,844 415 46,760 (1,223) 45,536

営業費用 33,860 7,687 254 41,802 (1,227) 40,574

営業利益 4,639 156 161 4,957 3 4,961

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出 

  

資産 28,639 5,285 10,858 44,783 7,812 52,596

減価償却費 280 12 107 400 － 400

減損損失 － 4,815 9,400 14,216 － 14,216

資本的支出 197 2 5 206 － 206



 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

事業区分は製品及び役務の機能別種類により区分した。 

２．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金預金及び有価証

券）、長期投資資金（投資有価証券及び出資金）等であり、金額は下記のとおりである。 

  

【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） 

  

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 建設工事業 ： 熱絶縁工事、建築工事及び内装仕上工事、電気計装工事他 

  ② 機械器具製造業 ： 各種ボイラーの製造据付、産業用機械の製造据付 

  ③ その他 ： 不動産賃貸業 

  前連結会計年度   7,349百万円  

  当連結会計年度   8,966百万円  

  
日本 

（百万円） 
アジア・アフ
リカ(百万円) 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 38,451 518 38,969 － 38,969

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

58 329 388 (388) －

計 38,510 847 39,358 (388) 38,969

営業費用 35,179 854 36,034 (388) 35,645

営業利益又は営業損失(△) 3,330 △6 3,324 － 3,324

Ⅱ 資産 54,114 780 54,894 7,252 62,147

  
日本 

（百万円） 
アジア・アフ
リカ(百万円) 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 43,720 1,815 45,536 － 45,536

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

39 43 83 (83) －

計 43,760 1,859 45,619 (83) 45,536

営業費用 38,900 2,181 41,081 (506) 40,574

営業利益又は営業損失(△) 4,860 △322 4,538 423 4,961

Ⅱ 資産 42,987 751 43,738 8,858 52,596



 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・アフリカ…シンガポール、マレーシア、ナイジェリア 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金預金及び有価証

券）、長期投資資金（投資有価証券及び出資金）等であり、金額は下記のとおりである。 

  

【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） 

  

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）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア  … シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、韓国、中国 

(2）アフリカ … ナイジェリア、エジプト、アルジェリア 

(3）オセアニア… オーストラリア 

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

４．当連結会計年度において「オセアニア」の占める割合が小さくなったため、「その他地域」に含めて記載している。 

なお、当連結会計年度における「オセアニア」の海外売上高は29百万円、連結売上高に占める海外売上高の割合は0.1％

である。 

  

  前連結会計年度   7,349百万円  

  当連結会計年度   8,966百万円  

  アジア アフリカ オセアニア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 535 2,553 2,083 11 5,183 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 38,969 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

1.4 6.6 5.3 0.0 13.3 

  アジア アフリカ その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,651 3,467 47 7,166

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 45,536

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

8.0 7.6 0.1 15.7



【関連当事者との取引】 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

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） 

 関連当事者との重要な取引はない。  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） 

  

  

１株当たり純資産額 306円83銭

１株当たり当期純利益 43円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益 

43円15銭

１株当たり純資産額 244円95銭

１株当たり当期純損失 71円92銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額

については、当期純損失のため記載していない。 

 

  
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株当たり当期純損益金額 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 2,602 △4,681 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 8 8 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） （8） （8）

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△）
（百万円） 

2,594 △4,690 

期中平均株式数（千株） 59,920 65,221 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後（百万円）） （－） （－）

普通株式増加数（千株） 200 － 

（うち新株予約権（千株）） （200） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

－ － 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（  ）内書きは、１年以内の償還予定額である。 

２．新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりである。 

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の金額全額の償還に代

えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使された

ときには、当該請求があったものとみなす。 

  

３．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりである。 

会社名 銘柄 
発行年月日 
（平成年月日）

前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

利率（％） 担保 
償還期限

（平成年月日）

当社 

第１回無担保社債（株式会
社三井住友銀行保証付およ
び適格機関投資家限定） 

15.8.29 
（200）
1,300 

（200）
1,100 

0.67 なし 22.8.27

第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債 

17.3.14 1,600 － － なし 19.3.14

明星不動産㈱ 

信用保証協会共同保証付私
募債 

13.9.28 
（－）
100 

（100）
100 

1.22 なし 18.9.28

第２回無担保社債（株式会
社みずほ銀行） 

16.9.30 200 200 0.68 なし 19.9.28

合計 － － 
（200）
3,200 

（300）
1,400 

－ － － 

銘柄 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償

株式の発行価格（円） 

(1）当初発行価格は388円
(2）本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」とい
う。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の５
連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合
には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の株式会社
大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表
示を含む。）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで
算出し、その小数第２位を切り捨てる。）に修正される。なお、平成17
年３月31日現在の修正後発行価格は、397円0銭である。 

発行価額の総額（百万円） 2,000

新株予約権の行使により発行した株式
の発行価額の総額（百万円） 

2,000

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間 平成17年３月15日～平成19年３月13日 

  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） 

  300 400 200 200 300 



【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率によっている。 

２．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。 

３．ファイナンス・リース取引に係る債務であり、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれている。 

  

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

  

  

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 2,420 2,952 0.88 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 6,563 3,451 1.92 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 7,999 9,100 2.27
平成19年４月26日

～ 
平成22年９月29日 

その他の有利子負債   

長期未払金 （注３） 251 65 3.38
  

平成19年４月５日 
～ 

平成20年10月５日 
１年以内に返済予定の長期未払金 （注３） 96 186 3.38

合計 17,331 15,755 － － 

    
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 2,090 3,540 2,070 1,400 

  長期未払金 36 29 － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金預金 ※4  6,439 7,277 

受取手形 ※5  825 590 

完成工事未収入金 ※5  7,986 9,452 

未成工事支出金   2,519 2,805 

材料貯蔵品   155 141 

繰延税金資産   1,024 1,037 

その他 ※5  1,231 968 

貸倒引当金   △105 △54 

流動資産合計   20,077 61.8 22,218 63.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

建物 ※4 1,691 1,710  

減価償却累計額  1,067 624 1,111 599 

構築物 ※4 168 168  

減価償却累計額  147 21 149 18 

機械装置 ※4 1,717 1,613  

減価償却累計額  1,375 342 1,393 220 

車輌運搬具  36 38  

減価償却累計額  32 4 34 3 

工具器具備品 ※4 538 545  

減価償却累計額  446 92 455 90 

土地 ※4.6  2,516 2,516 

建設仮勘定   0 39 

有形固定資産計   3,602 (11.1) 3,488 (9.9)

２．無形固定資産   22 (0.1) 21 (0.1)



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％） 

３．投資その他の資産    

投資有価証券 ※4  1,820 3,419 

関係会社株式   4,015 4,015 

関係会社長期貸付金   275 － 

破産債権等   16 45 

事業保険積立金   156 143 

敷金・保証金 ※5  578 579 

繰延税金資産   1,726 1,040 

その他   288 266 

貸倒引当金   △103 △119 

投資その他の資産計   8,774 (27.0) 9,390 (26.7)

固定資産合計   12,399 38.2 12,901 36.7

資産合計   32,476 100.0 35,119 100.0

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

支払手形 ※5  1,336 1,311 

工事未払金 ※5  3,006 3,607 

短期借入金 ※4  7,370 4,316 

一年以内に償還予定の
社債 

※4  200 200 

未払法人税等   83 107 

未払費用   117 96 

未成工事受入金   2,511 1,584 

完成工事補償引当金   17 23 

賞与引当金   210 235 

その他   625 715 

流動負債合計   15,478 47.7 12,197 34.7

Ⅱ 固定負債    

社債 ※4  1,100 900 

新株予約権付社債   1,600 － 

長期借入金 ※4  5,677 7,413 

退職給付引当金   779 825 

役員退職給与引当金   71 69 

長期未払金   251 191 

再評価に係る繰延税金
負債 

※6  572 641 

その他   145 72 

固定負債合計   10,198 31.4 10,114 28.8

負債合計   25,676 79.1 22,312 63.5



  

  

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1  6,089 18.7 6,889 19.6

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  3,633 999  

その他資本剰余金    

自己株式処分差益  0 0  

資本剰余金合計   3,633 11.2 1,000 2.9

Ⅲ 利益剰余金    

任意積立金    

別途積立金  1,650 －  

当期未処理損失  5,803 －  

当期未処分利益  － 3,126  

利益剰余金合計   △4,153 △12.8 3,126 8.9

Ⅳ 土地再評価差額金 ※6  836 2.6 767 2.2

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  429 1.3 1,080 3.1

Ⅵ 自己株式 ※2  △35 △0.1 △56 △0.2

資本合計   6,800 20.9 12,807 36.5

負債資本合計   32,476 100.0 35,119 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 ※1  28,027 100.0 30,494 100.0

Ⅱ 完成工事原価 ※2.4  22,599 80.6 23,538 77.2

完成工事総利益   5,428 19.4 6,956 22.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

（1）役員報酬  － 76  

（2）従業員給料手当  － 1,131  

（3）賞与引当金繰入額  － 147  

（4）退職給付費用  － 129  

（5）役員退職給与引当金繰
入額 

 － 13  

（6）法定福利費  － 149  

（7）通信交通費  － 231  

（8）地代家賃  － 226  

（9）減価償却費  － 19  

（10）租税公課  － 100  

（11）雑費  － 102  

（12）その他販売費及び一
般管理費 

 － 348  

販売費及び一般管理費
合計 

※3.4 2,606 2,606 9.3 2,678 2,678 8.8

営業利益   2,821 10.1 4,277 14.0

Ⅳ 営業外収益    

受取利息 ※5 37 30  

受取配当金 ※5 59 23  

為替差益  45 39  

受取賃貸料 ※5 57 56  

雑収入 ※5 79 279 1.0 54 204 0.7

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  357 253  

社債利息  9 8  

社債発行費  19 －  

雑支出  164 551 2.0 104 366 1.2

経常利益   2,549 9.1 4,115 13.5



  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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
（％） 

Ⅵ 特別利益    

貸倒引当金戻入額  9 16  

投資有価証券売却益  4 －  

子会社株式売却益  19 34 0.1 － 16 0.1

Ⅶ 特別損失    

子会社株式評価損  9,097 －  

子会社債権償却損  26 －  

固定資産売却損 ※6 105 9,230 32.9 － － －

税引前当期純損失   6,646 △23.7 － －

税引前当期純利益   － － 4,132 13.6

法人税、住民税及び事
業税 

 50 57  

法人税等調整額  △64 △13 0.0 229 286 1.0

当期純損失   6,632 △23.7 － －

当期純利益   － － 3,846 12.6

前期繰越損失   － 719 

前期繰越利益   735 － 

土地再評価差額金取崩
額 

  94 － 

当期未処理損失   5,803 － 

当期未処分利益   － 3,126 

     



完成工事原価報告書 

 （注） 当社の原価計算の方法は、個別原価計算の方法により工事ごとに原価を材料費、労務費、外注費、経費の要素別に分類集

計している。 

  

  

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

材料費  5,759 25.5 5,544 23.5 

労務費  955 4.2 1,082 4.6 

外注費  12,591 55.7 13,649 58.0 

経費  3,292 14.6 3,261 13.9 

（うち人件費）  (1,082) (4.8) (1,025) (4.4)

計  22,599 100.0 23,538 100.0 



③【損失処理計算書及び利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

    
前事業年度

株主総会承認年月日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認年月日 
（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処理損失  5,803 － 

Ⅱ 当期未処分利益  － 3,126 

Ⅲ 損失処理額  

１．別途積立金取崩額  1,650 －

２．資本準備金取崩額  3,433 5,083 － － 

Ⅳ 利益処分額  

１．別途積立金  － － 2,400 2,400 

Ⅴ 次期繰越損失  719 － 

Ⅵ 次期繰越利益  － 726 

   



重要な会計方針 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

(1）満期保有目的の債券 (1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）による。  同左 

  (2）子会社株式 (2）子会社株式 

   移動平均法に基づく原価法によ

る。 

 同左 

  (3）その他有価証券 (3）その他有価証券 

  ①時価のあるもの ①時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定している。）による。 

 同左 

  ②時価のないもの ②時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法によ

る。 

 同左 

２．デリバティブ取引の評価

基準 

 時価法による。  同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 材料貯蔵品については移動平均法に基

づく原価法、未成工事支出金については

個別法に基づく原価法による。 

 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 有形固定資産 

 定率法を採用している。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額

法を採用している。 

 同左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費 ────── 

   支出時に全額費用として処理してい

る。 

  

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。 

 同左 

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上している。 

 同左 

  (2）完成工事補償引当金 (2）完成工事補償引当金 

   引渡しを完了した工事に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、将来の見積補

償額に基づき計上している。 

 同左 



  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 

   従業員（使用人兼務役員を含む）

に支給する賞与に充てるため、翌期

の支給見込額のうち当期対応額を見

積計上している。 

 同左 

  (4）退職給付引当金 (4）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

及び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法により発生翌年度から費用処理

している。 

 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

期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理している。 

 同左 

  (5）役員退職給与引当金 (5）役員退職給与引当金 

   役員の退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上している。 

 同左 

８．収益及び費用の計上基準  長期大型（工期１年以上且つ請負金額

５億円以上）の工事に係る収益の計上に

ついては工事進行基準を、その他の工事

については工事完成基準を適用してい

る。 

 なお、工事進行基準による完成工事高

は、7,296百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請負金額

５億円以上）の工事に係る収益の計上に

ついては工事進行基準を、その他の工事

については工事完成基準を適用してい

る。 

 なお、工事進行基準による完成工事高

は、6,874百万円である。 

９．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を採用し

ている。 

 同左 

10．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処理を採用し

ている。なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップ等については特

例処理を採用している。 

 同左 



  

  

  次へ 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当事業年度にヘッジ会計を採用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお

りである。 

 当事業年度にヘッジ会計を採用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお

りである。 

  ａ．ヘッジ手段 ａ．ヘッジ手段 

  為替予約及び通貨オプション 通貨オプション 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  材料輸入による外貨建買入債務 材料輸入による外貨建買入債務 

  ｂ．ヘッジ手段 ｂ．ヘッジ手段 

  金利スワップ及び金利オプショ

ン 

金利スワップ 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  短期借入金及び長期借入金 短期借入金及び長期借入金 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   為替リスク及び金利リスクを効果的

に回避する手段として、現在及び将来

の債権及び債務の残高の範囲内でデリ

バティブ取引を行っており、投機目的

やトレーディング目的での取引は一切

行っていない。なお、デリバティブ取

引の執行にあたっては、個別に取締役

会で実施方針を決定している。 

 同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価してい

る。ただし、特例処理を採用している

金利スワップ等については、有効性の

評価を省略している。 

 同左 

11．新株予約権付社債の処理

方法 

 代用払込の請求があったものとみなす

新株予約権付社債のうち、転換社債と経

済的実質が同一と考えられるものは一括

法を採用している。 

────── 

12．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用している。  同左 

    



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

追加情報 

  

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（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））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用している。こ

れによる損益に与える影響はない。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （損益計算書関係） 

   前事業年度まで「販売費及び一般管理費」は一括して

表示していたが、当事業年度から適当と認められる費目

に分類し、当該内容を示す名称を付した科目をもって区

分表示している。 

なお、前事業年度の主なものは「注記事項（損益計算書

関係）」に記載している。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（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

されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割33百万円を販

売費及び一般管理費として処理している。 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 会社が発行する株式の総数 （普通株式） ※１ 会社が発行する株式の総数 （普通株式） 
  

  190,000,000株

発行済株式総数（普通株式） 61,017,592株

  190,000,000株

発行済株式総数（普通株式） 66,386,718株

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

131,065株である。 

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

162,971株である。 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 (a）保証債務残高 

(イ)次の会社の受注工事に対する契約履行保証、

前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を

行ったことに対する保証を行っている。 

(イ)次の会社の受注工事に対する契約履行保証、

前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を

行ったことに対する保証を行っている。 
  

MEISEI NIGERIA LTD. 198百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
66百万円

MEISEI NIGERIA LTD. 160百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
37百万円

(ロ)次の会社の銀行借入に対する保証を行ってい

る。 

(ロ)次の会社の銀行借入に対する保証を行ってい

る。 
  

㈱よしみね 118百万円 ㈱よしみね 77百万円

(b）保証債務の予約残高 (b）保証債務の予約残高 

 次の会社の銀行借入について保証債務の予約

を行っている。 

 次の会社の銀行借入について保証債務の予約

を行っている。 
  

明星不動産㈱ 1,850百万円 明星不動産㈱ 1,750百万円

※４ 担保提供 ※４ 担保提供 

 担保に供している資産は次のとおりである。  担保に供している資産は次のとおりである。 

①工場財団 ①工場財団 
  

土地 1,591百万円

建物 197百万円

構築物 0百万円

機械装置 82百万円

工具器具備品 7百万円

土地 1,591百万円

建物 185百万円

構築物 0百万円

機械装置 55百万円

工具器具備品 6百万円

 なお、工場財団抵当権は上記の他に、関係会社の

土地・建物が含まれている。 

 上記に対応する債務は次のとおりである。 

 なお、工場財団抵当権は上記の他に、関係会社の

土地・建物が含まれている。 

 上記に対応する債務は次のとおりである。 
  

短期借入金 6,730百万円

長期借入金 5,450百万円

保証債務（社債） 1,300百万円

短期借入金 3,650百万円

長期借入金 6,850百万円

保証債務（社債） 1,100百万円

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は

6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権設定極度額は 

6,500百万円である。 

②その他 ②その他 
  

現金預金 100百万円

投資有価証券 514百万円

現金預金 100百万円

投資有価証券 960百万円

上記に対応する債務は次のとおりである。 上記に対応する債務は次のとおりである。 
  

短期借入金 300百万円

長期借入金 87百万円

関係会社の銀行借入金 118百万円

短期借入金 400百万円

長期借入金 37百万円

関係会社の銀行借入金 77百万円



  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５ 関係会社に係る注記 ※５ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりである。 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりである。 
  

受取手形及び完成工事未収入金 127百万円

流動資産（その他） 312百万円

敷金・保証金 516百万円

支払手形及び工事未払金 596百万円

受取手形及び完成工事未収入金 87百万円

流動資産（その他） 551百万円

敷金・保証金 516百万円

支払手形及び工事未払金 500百万円

※６ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日 法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日 法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土

地再評価差額金を資本の部に計上している。 

※６ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日 法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日 法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土

地再評価差額金を資本の部に計上している。 

再評価の方法 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定

める算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整

を行い算出している。 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日 政令第119号）第２条第３号及び第４号に定

める算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整

を行い算出している。 
  

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△748百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△862百万円

 ７ 資本の欠損の額は4,188百万円である。 ────── 

 ８ 配当制限  ８ 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429百万

円である。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されている。 

 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1,080百

万円である。 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されている。 

 ９ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約  ９ 貸出コミットメントライン（融資枠）契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融

機関５行とコミットメントライン契約を締結してい

る。 

 運転資金の効率的な調達を行なうため、取引金融

機関６行とコミットメントライン契約を締結してい

る。 

 上記契約に基づく当事業年度末日の借入未実行残

高等 

 上記契約に基づく当事業年度末日の借入未実行残

高等 
  

貸出コミットメントラインの
総額 

4,000百万円

借入金実行残高 －

差引額 4,000百万円

貸出コミットメントラインの
総額 

4,000百万円

借入金実行残高 －

差引額 4,000百万円

  
 なお、平成18年３月30日に新規コミットメントラ

イン契約を更新しており、旧契約における借入実行

残高は、1,200百万円である。 



（損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 完成工事高には、兼業部門の材料売上高1,378百

万円を含んでいる。 

※１ 完成工事高には、兼業部門の材料売上高1,008百

万円を含んでいる。 

※２ 完成工事原価には、兼業部門の材料売上原価940

百万円を含んでいる。 

※２ 完成工事原価には、兼業部門の材料売上原価885

百万円を含んでいる。 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※３ （追加情報） 
  

役員報酬 78百万円

従業員給料手当 1,077百万円

賞与引当金繰入額 131百万円

退職給付費用 134百万円

役員退職給与引当金繰入額 14百万円

法定福利費 127百万円

通信交通費 230百万円

地代家賃 227百万円

減価償却費 17百万円

 「表示方法の変更」に記載のとおり、当事業年度

から「販売費及び一般管理費」を適当と認められる

費目に分類して表示することに変更している。 

※４ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発

費                  103百万円 

※４ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発

費                  112百万円 

※５ 関係会社との取引にかかるもの ※５ 関係会社との取引にかかるもの 
  

受取利息 4百万円

受取配当金 7百万円

受取賃貸料 56百万円

雑収入 25百万円

受取利息 9百万円

受取配当金 7百万円

受取賃貸料 56百万円

雑収入 25百万円

※６ 固定資産売却損は、遊休土地の売却によるもので

ある。 

────── 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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、減損損失累計額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

工具器具備品 216 180 36

取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

工具器具備品 137 104 32 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」により算出し

ている。 

（注）同左 

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 15百万円

１年超 20百万円

合計 36百万円

１年内 15百万円

１年超 17百万円

合計 32百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、「支払利子込み

法」により算出している。 

（注）同左 

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  
支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 36百万円

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 19百万円

④減価償却費相当額の算定方法 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

定額法によっている。 

 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 4百万円

１年超 9百万円

合計 14百万円

１年内 4百万円

１年超 5百万円

合計 9百万円

  
（減損損失について） 

  
 リース資産に配分された減損損失はない。 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 



（税効果会計関係） 

  
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生

の主な原因別の内訳 

    

  
繰延税金資産 

繰越欠損金 

貸倒引当金 

賞与引当金 

退職給付引当金 

役員退職給与引当金 

関係会社株式評価損 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

再評価に係る繰延税金負債 

  
   

6,233 百万円

38  

85  

312  

29  

3,802  

109  

10,612  

△7,567  

3,045  

   

△293  

△293  

2,751  

△572  

   

4,338 百万円

39  

95  

335  

28  

3,802  

225  

8,865  

△6,049  

2,816  

   

△738  

△738  

2,077  

△641  

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 

（調整） 

交際費等損金に算入されない項目 

住民税均等割額等 

評価性引当額 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

  
 当事業年度は、税引前当期純損

失の計上となっているため、記載

していない。 

40.6 ％ 

   

1.1  

1.2  

△36.1  

0.1  

6.9  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（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 111円69銭

１株当たり当期純損失 110円69銭

  

１株当たり純資産額 193円39銭

１株当たり当期純利益 58円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益 

58円29銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額

については、当期純損失のため記載していない。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △6,632 3,846 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 
（百万円） 

△6,632 3,846 

期中平均株式数（千株） 59,920 65,221 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後 
（百万円）） 

（－） （－）

普通株式増加数（千株） － 766 

（うち新株予約権（千株）） （－） （766）

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金額の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

－ － 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

日揮㈱ 250,739 580

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 39,700 365

サンライズＭＳＩ㈱ 71,600 280

㈱三井住友フィナンシャルグループ 156.81 203

住友化学㈱ 206,234 197

㈱みずほフィナンシャルグループ 201.17 193

㈱りそなホールディングス 374.479 151

㈱タクマ 119,000 113

千代田化工建設㈱ 41,472 113

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 62.34 112

㈱ワキタ 90,000 102

㈱みずほフィナンシャルグループ
（優先株） 

100 100

帝人㈱ 119,619 93

日清紡績㈱ 64,000 84

その他（14銘柄） 309,303.714 219

計 1,312,562.513 2,913

種類及び銘柄 券面総額
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

㈱三井住友銀行 円建永久劣後債 100百万円 97

米ドル建て金利連動コーラブル債 1百万US$ 98

ユーロ円債 100百万円 100

ユーロ円建外国債券 100百万円 99

計 － 395



【その他】 

  

  

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

（証券投資信託の受益証券）
ノムラ日本株戦略ファンド 

10,000 91

ＣＡ条件付元本確保型半年分配ファンド 20,000,000 19

計 20,010,000 111



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 無形固定資産の金額は資産の総額の百分の一以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記

載を省略した。 

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 1,691 19 0 1,710 1,111 44 599

構築物 168 0 － 168 149 2 18

機械装置 1,717 34 139 1,613 1,393 18 220

車輌運搬具 36 1 － 38 34 2 3

工具器具備品 538 29 22 545 455 9 90

土地 2,516 － － 2,516 － － 2,516

建設仮勘定 0 39 － 39 － － 39

有形固定資産計 6,670 125 162 6,633 3,144 76 3,488

無形固定資産    

電話加入権 － － － 21 － － 21

ソフトウェア － － － 0 0 0 －

地役権 － － － 0 － － 0

無形固定資産計 － － － 21 0 0 21

長期前払費用 75 － 23 52 － － 52

繰延資産    

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、162,971 株である。 

２．当期増加額は、新株予約権付社債の新株予約権の行使によるもの（普通株式5,369千株、資本金799百万円、資本準備金

799百万円）である。 

３．当期増加額は、自己株式の処分によるものである。 

４．当期減少額は、前期の損失処理によるものである。 

５．当期減少額は、欠損填補によるものである。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

  

  

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（注２） （百万円） 6,089 799 － 6,889

資本金の
うち既発
行株式 

普通株式（注１、２） （千株） (61,017) (5,369) (－) (66,386)

普通株式 （百万円） 6,089 799 － 6,889

計 （千株） (61,017) (5,369) (－) (66,386)

計 （百万円） 6,089 799 － 6,889

資本準備
金及びそ
の他資本
剰余金 

（資本準備金）（注２、５）  

株式払込剰余金 （百万円） 3,633 799 3,433 999

（その他資本剰余金） 
（注３） 

   

自己株式処分差益 （百万円） 0 0 － 0

計 （百万円） 3,633 800 3,433 1,000

利益準備
金及び任
意積立金 

（任意積立金）    

別途積立金（注４） （百万円） 1,650 － 1,650 －

計 （百万円） 1,650 － 1,650 －

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 209 52 19 69 173

完成工事補償引当金 17 23 17 － 23

賞与引当金 210 235 210 － 235

役員退職給与引当金 71 13 16 － 69



(2）【主な資産及び負債の内容】 

１．資産の部 

(イ）現金預金 

  

(ロ）受取手形 

(a）相手先別内訳 

  

(b）決済月別内訳 

区分 金額（百万円）

現金 5 

預金 

普通預金 115

当座預金 6,798

通知預金 230

定期預金 128 7,272 

合計 7,277 

相手先 金額（百万円）

新興プランテック㈱ 197 

㈱高田工業所 113 

三菱化学エンジニアリング㈱ 22 

誠和工機㈱ 17 

㈱ニチゾウテック 17 

その他 221 

計 590 

決済月 金額（百万円）

平成18年４月 105 

平成18年５月 101 

平成18年６月 110 

平成18年７月 161 

平成18年８月以降 111 

計 590 



(ハ）完成工事未収入金 

(a）相手先別内訳 

  

(b）滞留状況 

  

(ニ）未成工事支出金 

 期末残高の内訳は次の通りである。 

  

(ホ）材料貯蔵品 

  

(ヘ）関係会社株式 

相手先 金額（百万円）

㈱川崎造船 758 

三菱重工業㈱ 729 

出光興産㈱ 421 

千代田工商㈱ 394 

三菱化学エンジニアリング㈱ 316 

その他 6,833 

計 9,452 

  平成17年３月期以前計上額 51 百万円   

  平成18年３月期計上額 9,401     

  計 9,452     

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） 

2,519 22,938 22,652 2,805 

  材料費 798 百万円   

  労務費 75     

  外注費 1,364     

  経費 566     

  計 2,805     

  工事用材料 100 百万円   

  その他 41     

  計 141     

相手先 株式数（株） 金額（百万円） 

明星不動産㈱ 604,000 2,244 

㈱よしみね 196,000 1,293 

日本ケイカル㈱ 400,000 215 

MEISEI INTERNATIONAL PTE LTD 1,500,000 102 

その他６銘柄 7,540,950 160 

計 10,240,950 4,015 



２．負債の部 

(イ）支払手形 

(a）相手先別内訳 

  

(b）決済月別内訳 

  

(ロ）工事未払金 

相手先 金額（百万円）

東洋ゴム工業㈱ 109 

片山鉄建㈱ 94 

ニチアス㈱ 68 

日本ケイカル㈱ 62 

㈱ヨータイ 39 

その他 937 

計 1,311 

決済月 金額（百万円）

平成18年４月 485 

平成18年５月 343 

平成18年６月 329 

平成18年７月 153 

計 1,311 

相手先 金額（百万円）

㈱よしみね 276 

㈱サンメイ 126 

日本ケイカル㈱ 87 

協和木工㈱ 69 

日本鉄筋コンクリート工業㈱ 58 

その他 2,988 

計 3,607 



(ハ）短期借入金 

  

(ニ）長期借入金 

  

(3）【その他】 

 特に記載すべき事項はない。 

  

  

借入先 金額（百万円）

㈱三井住友銀行 600 

㈱伊予銀行 350 

㈱三菱東京UFJ銀行 150 

㈱りそな銀行 150 

㈱みずほ銀行 150 

住友信託銀行㈱ 100 

１年以内返済予定の長期借入金 2,816 

計 4,316 

借入先 金額（百万円）

㈱三井住友銀行 2,600 

㈱みずほ銀行 2,100 

㈱りそな銀行 1,350 

㈱三菱東京UFJ銀行 800 

住友信託銀行㈱ 225 

㈱伊予銀行 200 

第一生命保険（相） 101 

日本生命保険（相） 37 

計 7,413 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （注） 決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載している。 

（ホームページアドレス http://www.meisei-kogyo.co.jp/ir/kokoku/） 

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株券、500株券、1,000株券、10,000株券及び100株未満の株式数を表
示した株券の５種類とする。 

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 
  

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 証券代行部 

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 全国各支社

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 株券１枚につき印紙税相当額

新株喪失登録 
  株券喪失登録申請料 
  株券登録料 

  
１件につき 10,000円 
１株につき   500円 （消費税別途） 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
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 証券代行部 

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 全国各支社

買取手数料 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式
の数で按分した金額とする。 
（算式） 
100万円以下の金額につき          1.150％ 
100万円を超え500万円以下の金額につき   0.900％ 
500万円を超え1,000万円以下の金額につき  0.700％ 
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575％ 
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375％ 
（円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。） 
ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500
円とする。（消費税別途） 

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、親会社等はない。 

  

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いる。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第63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30日関東財務局長に提出。 

  

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年７月29日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第63期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第63期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第62期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第61期）（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第60期）（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第59期）（自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

  

(3）半期報告書 

 （第64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22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】 

  

 該当事項なし。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成17年６月29日

明星工業株式会社     

 取締役会 御中     

      

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 鳥家 秀夫 印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小竹 伸幸 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」に掲げられている明

星工業株式会社の平成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、

明星工業株式会社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。 

 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、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成18年６月29日

明星工業株式会社     

 取締役会 御中     

      

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 岡本 髙郎 印 

    

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小竹 伸幸 印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小川 佳男 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」に掲げられている明

星工業株式会社の平成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、

明星工業株式会社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のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減

損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により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、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成17年６月29日

明星工業株式会社     

 取締役会 御中     

      

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 鳥家 秀夫 印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小竹 伸幸 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」に掲げられている明

星工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、損失処理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、明星

工業株式会社の平成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。 

 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、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

     

    平成18年６月29日

明星工業株式会社     

 取締役会 御中     

      

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 岡本 髙郎 印 

    

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小竹 伸幸 印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 小川 佳男 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」に掲げられている明

星工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第64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、明星

工業株式会社の平成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、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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