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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) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は就業人員を表示している。 

３ 第65期および第67期連結会計年度は当期純損失となったため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率及

び株価収益率を記載していない。 

    ４ 第66期連結会計年度より、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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)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。 

  

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69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) 516,544 506,009 446,057 449,927 449,060 

経常利益 (百万円) 12,426 14,921 7,932 12,594 9,450 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △4,874 4,513 △6,591 3,098 4,184 

純資産額 (百万円) 180,438 176,837 184,899 185,664 204,750 

総資産額 (百万円) 721,529 736,445 737,812 719,796 724,744 

１株当たり純資産額 (円) 649.21 636.62 665.85 668.68 737.70 

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △17.54 16.12 △23.78 11.02 15.02 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 13.04 ― 9.58 12.11 

自己資本比率 (％) 25.0 24.0 25.1 25.8 28.3 

自己資本利益率 (％) ― 2.53 ― 1.67 2.14 

株価収益率 (倍) ― 20.47 ― 36.84 32.09 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 8,840 470 7,763 △22,526 269 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △18,034 △17,560 10,540 18,256 28,870 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △5,093 27,716 △498 21,063 △49,342 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 62,869 73,340 90,923 107,601 87,765 

従業員数 (名) 4,672 4,493 4,150 4,040 3,890 



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は就業人員を表示している。 

３ 第65期および第67期は当期純損失となったため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率、株価収益率及

び配当性向を記載していない。 

４ 第65期の１株当たりの各数値（配当額を除く）の計算については、発行済株式数から期末の自己株式数を控除して算出し

ている。 

５ 第66期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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)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。 

  

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69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) 513,528 503,065 441,636 444,056 446,047 

経常利益 (百万円) 11,850 14,022 7,015 11,509 8,200 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △5,004 4,228 △6,594 2,603 3,521 

資本金 (百万円) 23,513 23,513 23,513 23,513 23,513 

発行済株式総数 (千株) 277,957 277,957 277,957 277,957 277,957 

純資産額 (百万円) 176,260 172,383 180,428 180,703 199,122 

総資産額 (百万円) 707,056 721,050 720,724 703,429 709,393 

１株当たり純資産額 (円) 634.18 620.61 649.79 650.86 717.47 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

9.00 

(―)

9.00

(―)

9.00

(―)

9.00 

(―)

9.00

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △18.01 15.13 △23.75 9.28 12.69 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 12.26 ― 8.09 10.22 

自己資本比率 (％) 24.9 23.9 25.0 25.7 28.1 

自己資本利益率 (％) ― 2.43 ― 1.44 1.85 

株価収益率 (倍) ― 21.81 ― 43.75 37.98 

配当性向 (％) ― 59.48 ― 96.98 70.92 

従業員数 (名) 4,633 4,453 4,113 4,002 3,853 



２ 【沿革】 

当社は明治７年西松桂輔が初めて土木建築請負の業をおこし、大正３年６月西松光次郎は西松工業所の名称で独立

経営を開始した。 

その後、昭和４年12月合資会社西松組を設立したが、昭和12年９月新たに株式会社西松組を設立し、合資会社西松

組を吸収合併して名実共に当社が誕生した。 

この間、東京、京城、新京、大阪、熊本、北京、台北等に支店を置き内外各地の鉄道工事、道路、河川港湾工事、

水力発電工事等に従事し、戦後に至って新技術を導入し、建築部門の拡充等により総合建設業者としての地位を確立

すると共に昭和23年７月西松建設株式会社と改称した。 

戦後の主な変遷は次のとおりである。 
  

  

年月 概要 

昭和23年７月 社名を西松建設株式会社と改称 

昭和23年11月 東北支店(仙台市)開設 

昭和24年10月 建設業法により、建設大臣登録(イ)第８号の登録完了 

昭和25年６月 技術研究所開設 

昭和26年９月 四国支店(高松市)開設、熊本支店(大正15年３月開設)を九州支店(福岡市)と改称 

昭和32年10月 多摩川工場開設 

昭和33年１月 中部支店(名古屋市)開設 

昭和36年２月 松栄不動産株式会社を設立(現・連結子会社) 

昭和36年11月 東京証券取引所第２部に上場 

昭和37年５月 東京建築支店開設 

昭和37年８月 本社新社屋完成 

昭和38年８月 東京証券取引所第１部に上場 

昭和39年２月 札幌支店開設 

昭和40年６月 香港支店開設 

昭和40年10月 平塚製作所開設(多摩川工場移転) 

昭和41年４月 中国支店(広島市)開設 

昭和47年５月 横浜支店開設 

昭和48年５月 定款を一部変更し、会社の目的に不動産取引業を追加 

昭和48年６月 

  

宅地建物取引業法改正により宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第1743号の免許

を取得 

昭和48年６月 建設業法の改正により建設大臣許可(特-48)第1100号を取得 

昭和49年11月 東関東支店(千葉市)開設 

昭和57年６月 

  

定款を一部変更し、会社の目的に建設用機器、材料の設計製造販売及び賃貸に関する

業務を追加 

平成10年１月 愛川衝撃振動研究所(神奈川県愛甲郡)開設 

平成14年９月 関東支店と東京建築支店を統合 

平成15年６月 定款を一部変更し、会社の目的に厚生、医療事業等を追加 

平成17年４月 北陸支店(新潟市)開設 



３ 【事業の内容】  

当社グループは、当社、子会社８社、関連会社10社で構成され、建設事業及び不動産事業を主な事業の内容として
いる。 
当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、下記のとおりであり、事業の種類
別セグメントと同一の区分である。 
建設事業 

当社及び子会社である㈱西松ビルサービス他２社、関連会社の泰国西松建設㈱他２社が営んでおり、㈱西松ビ
ルサービス、西豊工業㈱、㈱増永組に工事の一部を発注している。 
また、㈱コンケムはコンクリート混和材の製造及び販売をしており、当社は㈱コンケムから製品を仕入れてい
る。 

不動産事業等 
当社、子会社である松栄不動産㈱他１社及び関連会社の浜松中央西ビル㈱他１社が不動産の販売・賃貸・管理
等を営んでいる。当社は松栄不動産㈱から工事を受注している。 
子会社であるネオ戸塚サービス㈱他２社及び関連会社３社はＰＦＩ事業の主体企業であり、当社は㈱ＳＰＣ地
球研サービス他４社より工事を受注している。 
関連会社の㈱厚生及び㈱健康科学医療センターは陽電子放射断層撮影装置「ＰＥＴ」を配備した医療施設の賃
貸・管理等を行っている。 
  
<事業の系統図> 
  

 



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) 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。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) 従業員数は就業人員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(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 

西松建設職員組合と称し、昭和33年10月30日結成され、平成18年３月末現在の組合員数は2,216名となり、上級団

体には別段属していない。対会社関係においても結成以来円満に推移しており特記すべき事項はない。 

なお、連結子会社である松栄不動産株式会社においては労働組合は結成されていない。 

  

名称 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)   
松栄不動産㈱ 東京都港区 400 不動産事業

等 
99.90 当社に対し工事の一部

を発注し、建物等を賃
貸している。なお、当
社所有の土地等を賃借
しているほか、当社よ
り資金の貸付を受けて
いる。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

建設事業 3,754 

不動産事業等 136 

合計 3,890 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

3,853 42.3 17.2 6,974,908 



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、在庫調整の進展や輸出・生産の持ち直しによる企業業績の回復基調が

持続し、個人消費も雇用・所得環境の緩やかな改善を受けて底堅く推移したことから、景気は着実な回復軌道を

たどった。 

このような状況の中で、当社グループは、グループの総力を挙げて業績の向上に努め、当連結会計年度の業績

は、売上高は449,060百万円（前連結会計年度比0.2％減）となり、利益については、営業利益8,203百万円（前連

結会計年度比29.1％減）、経常利益9,450百万円（前連結会計年度比25.0％減）となり、当期純損益については、

当期純利益4,184百万円（前連結会計年度比35.1％増）となった。 

（注）「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。 

  

① 事業の種類別セグメント 

 （建設事業） 

建設業界においては、民間設備投資面での引き続き堅調な上昇はあったものの、政府建設投資の縮減傾向

に歯止めがかからず、全体としては引き続き厳しい受注環境となった。そのなかで、積極的な営業活動を展

開した結果、受注高は前期を下回り402,677百万円（前期比8.9％減：提出会社単体ベース）となり、売上高

は421,051百万円（前連結会計年度比2.7％減）、営業利益は2,624百万円（前連結会計年度比75.1％減）とな

った。 

 （不動産事業等） 

不動産事業等については、住宅市場で、大規模・高層の分譲マンションを中心に高水準の供給が続いた

が、低金利の継続などから需要は底堅く推移し好調な販売を持続した。一方で、耐震強度偽装問題が発生し

たことから、建物の安心・安全に対する信頼が揺らぎ、大きな社会問題となった。その中にあって、引き続

き顧客志向の商品企画を実践し、収益力の強化に努めた結果、売上高は28,009百万円（前連結会計年度比

63.1％増）、営業利益は5,579百万円（前連結会計年度比433.9％増）となった。 

② 所在地別セグメント 

 （日本） 

   国内においては、民間設備投資の底堅さが継続したものの、政府建設投資の縮減傾向に歯止めがかから

ず、全体としては引き続き厳しい受注環境が続いた。その状況下で、売上高は381,139百万円（前連結会計年

度比1.7％減）、営業利益は11,437百万円（前連結会計年度比1.6％減）となった。 

 （東南アジア） 

東南アジア地域においては、中国に牽引され、成長は持続しているものの、原油高等の要因もあって不安

定な経済状況下にあり、建設業界にとっては予断を許さぬ市場環境が続いている。このような中で、売上高

は38,690百万円（前連結会計年度比3.5％減）、営業利益は149百万円（前連結会計年度営業損失421百万円）

となった。 

（その他の地域） 

  その他の地域では主にダブリンのトンネル工事の完成により、売上高は29,230百万円（前連結会計年度比

31.7％増）となったが、営業損失は3,383百万円（前連結会計年度営業利益368百万円）となった。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は、10,835百万円となったが、未成工事受入

金等の減少により、269百万円の資金増加となった。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の売却等により、28,870百万円の資金増加となった。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、転換社債の償還およびデットアサンプションによる社債の減少等によ

り、49,342百万円の資金減少となった。 

これらの増減に為替換算差額を加味した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、

前連結会計年度末より19,835百万円減少し、87,765百万円となった。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業及び不動産事業等では生産実績を定義することが困難で

あり、建設事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐわない。 

また、当社グループにおいては建設事業以外では受注生産形態をとっていない。 

よって受注及び販売の状況については可能な限り「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグメントの業績

に関連付けて記載している。 

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。 

  

建設事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 
  

(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の変更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を含

む。したがって当期完成工事高にもかかる増減高が含まれる。 

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 第68期の次期繰越工事高と、第69期の前期繰越工事高との差額4,608百万円は、外貨建契約工事高に対する為替換算差額

である。 

４ 当期施工高は、(当期完成工事高＋次期繰越工事施工高－前期繰越工事施工高)に一致する。 

５ 当期受注工事高のうち海外工事の割合は、第68期10.9％、第69期8.9％で、そのうち主なものは次のとおりである。 

  第68期請負金額70億円以上の主なもの 

  第69期請負金額30億円以上の主なもの 

  

(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。 

  

期別 工事別 
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) 

第68期 
自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日 

土木工事 392,294 147,129 539,423 169,860 369,563 41.8 154,493 132,539

建築工事 301,544 294,749 596,293 262,899 333,393 18.1 60,414 257,098

計 693,838 441,878 1,135,717 432,760 702,956 30.6 214,907 389,638

第69期 
自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日 

土木工事 365,956 116,004 481,960 164,239 317,720 39.5 125,411 135,158

建築工事 332,392 286,672 619,064 258,595 360,468 26.8 96,622 294,804

計 698,348 402,677 1,101,025 422,835 678,189 32.7 222,034 429,962

経済部水利署南区水資源局 曾文水庫越域引水トンネル工事（台湾） 

香港特別行政区住宅局 天水圍エリア１０３第２期共同住宅新築工事 

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％) 

第68期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

土木工事 19.1 80.9 100.0 

建築工事 45.2 54.8 100.0 

第69期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

土木工事 31.2 68.8 100.0 

建築工事 49.8 50.2 100.0 



(3) 完成工事高 

(注) １ 海外工事の地域別割合は、次のとおりである。 

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

  第68期 請負金額20億円以上の主なもの 

  第69期 請負金額20億円以上の主なもの 

３ 第68期及び第69期ともに売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。 

(4) 手持工事高 

(平成18年３月31日現在) 

手持工事のうち請負金額70億円以上の主なもの 

期別 区分
国内 海外 合計 

(Ｂ) 
(百万円) 

官公庁
(百万円) 

民間
(百万円) 

(Ａ)
(百万円) 

(Ａ)/(Ｂ) 
(％) 

第68期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

土木工事 70,992 52,407 46,459 27.4 169,860 

建築工事 23,766 225,030 14,101 5.4 262,899 

計 94,759 277,438 60,561 14.0 432,760 

第69期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

土木工事 91,714 31,090 41,435 25.2 164,239 

建築工事 26,073 207,988 24,534 9.5 258,595 

計 117,787 239,079 65,969 15.6 422,835 

地域 第68期(％) 第69期(％) 

東南アジア 63.3 55.7 

その他 36.7 44.3 

計 100.0 100.0 

府中駅南口第三地区 
市街地再開発組合 

府中駅南口第三地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 

山梨県 深城ダム建設工事 

㈱大京 ライオンズタワー大島新築工事 

首都高速道路公団 ＳＪ４６工区（２）トンネル工事 

学校法人東北学院 学校法人東北学院中学校・高等学校移転用地造成その他土木工事その２

国土交通省 森吉山ダム本体建設第２工事（第１期） 

近鉄不動産㈱ ローレルコート新千里東町あかしやの丘建設工事 

三田市（兵庫県) (仮称）三田駅前第１街区（商業棟）建設工事 

独立行政法人 鉄道建設
・運輸施設整備支援機構 

北幹、松ノ木Ｔ（西）他１ 

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路 島田第一トンネル下り線工事 

区分 
国内 海外

(百万円) 
合計 
(百万円) 官公庁(百万円) 民間(百万円) 

土木工事 156,466 59,187 102,067 317,720 

建築工事 31,359 314,648 14,460 360,468 

計 187,826 373,835 116,527 678,189 

 キヤノン㈱ 
 （仮称）キヤノン平塚新拠点計画 

 Ａ棟・動力棟新築工事他 
 平成18年９月完成予定 

 北野田駅前Ｂ地区市街地再開発組合 
 北野田駅前Ｂ地区第一種市街地 

 再開発事業に伴う施設建築物新築工事  
 平成19年３月完成予定 

 ひぐらしの里中央地区 

 市街地再開発組合 

 ひぐらしの里中央地区第一種 

 市街地再開発事業施設建築物新築工事 
 平成20年３月完成予定 

 国土交通省  東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事  平成21年２月完成予定 

 経済部水利署南区水資源局（台湾）  曾文水庫越域引水トンネル工事  平成23年４月完成予定 



３ 【対処すべき課題】 

今後のわが国経済は、当分は堅調な企業業績と個人消費の拡大により、民需主導で景気の安定的な成長が継続するも

のと思われるが、原油価格の高止まりや日本銀行の量的緩和政策の解除を受けた金利の上昇等、企業収益を圧迫する要

因もあり、一部には先行き不透明感がある等、景気の減速も懸念される。 

当社グループを取り巻く経営環境においても、建設業界では、民間設備投資の増加基調は堅調な企業業績に支えられ

て持続していくものと期待されるが、政府建設投資の全体的な減少傾向が依然続くと考えられる中で、価格競争も一層

激しさを増し、業界を取り巻く環境は競争激化の一途を辿っている。 

このような状況の中で、当社グループは、社会の一員としての責任を十分踏まえ、厳しい経営環境に迅速に対応し、

コーポレート・ガバナンスを一層充実することを目的に執行役員制度を導入することとした。今後も、建設事業におけ

る受注量の確保と売上高の維持、利益率の向上を目指して、様々な課題に全力で取り組んでいく。 

継続中の都市再開発事業、ＰＦＩ事業、技術提案型営業、リニューアル事業等の更なる強化展開はもちろんのこと、

総合評価方式の入札制度に対応する技術提案力の強化、さらに情報収集能力の向上、建設周辺分野、環境関連分野、医

療福祉分野等への参入により、新規優良企業先の開拓を積極的に図る等、営業活動を強化し受注の確保・業容の展開を

図っていく。 

また、施工部門での更なる技術力アップを図るとともに、従来より推進している積算体制の強化、コストの見直し、

現場への支援体制の確立、技術開発、ＩＴの推進による施工部門の合理化、適正人員適正配置への取り組み、事務管理

業務のネットワーク化を始めとした管理部門の効率化による固定費の削減など、コストダウンの一層の強化を図り、強

固な収益基盤の確立と競争力の向上に努めていく。 

また、海外工事の管理体制を見直し、受注・施工段階における様々なリスクの回避を徹底し、安定した業績向上に努

めていく。 

戸田建設株式会社との業務提携では、現在まで着々と成果を積み重ねている研究開発分野での提携を一層推し進め、

社員の相互派遣等による人的交流も積極的に展開しながら、引き続き、施設・設備の相互利用、施工分野におけるノウ

ハウも含めた共有化の推進等、技術開発や経営の効率化に役立てていきたいと考えている。 

なお、当社が、従来から経営上の重要課題として取り組んでいる環境問題についても、総合環境委員会等を通じ、よ

り積極的に取り組み、品質・環境マネジメントシステムの活用により、品質と環境に配慮した企業活動を推進するとと

もに、環境会計の確立、環境ビジネスへの展開等、更なる充実を図っていく。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループの事業に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な

事項は下記のとおりであり、当社グループは、事業とりわけ建設事業を取り巻くさまざまなリスクの発生を回避し、

発生した場合の影響の軽減を考えている。 

なお、文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において判断したものである。 

(1) 建設市場の動向 

建設事業は請負形態をとっており、発注者が官公庁の場合は公共投資の予算により、民間の場合は企業の設備

投資などの動向により、受注額が増減し、売上高に影響を及ぼす可能性がある。 

(2) 取引先の信用リスク 

当社グループは、取引先に関し厳格な審査の実施や信用不安情報の早期収集など、信用リスク回避の方策を講

じている。しかしながら、万一、発注者、協力会社などに信用不安が生じた場合、資金の回収不能や工期に影響

を及ぼし、予定外の費用が発生し、業績等に影響を及ぼす可能性がある。 

(3) 重大事故の発生 

安全管理には万全を期しているが、施工中に予期せぬ重大事故が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能

性がある。 

また、天候状況などの予期しない原因により災害が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性がある。 

(4) 偶発債務のリスク 

関連会社等の借入金に対してあるいはデベロッパーに対するマンションの売買契約手付金に対して債務保証を

行なっているため、万一これらの取引先等に債務不履行が生じた場合、保証債務を履行することになり、業績に

影響を及ぼす可能性がある。 

(5) カントリーリスク 

世界各国で事業を行なっているため、テロの発生及びその国の経済状況・政治状況の変動、法制度などの変更

が行なわれた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性がある。 



(6) 業績の季節的変動 

当社グループの主たる事業分野である建設事業においては、受注工事高、完成工事高ともに、下半期に偏重す

る傾向にある。したがって、連結会計年度の上半期と下半期の受注工事高、完成工事高に著しい相違があり、業

績に季節的変動がある。 

(7) 施工物の不具合 

品質管理には万全を期しているが、万が一欠陥が発生した場合には顧客に対する信頼を失うとともに、瑕疵担

保責任による損害賠償が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性がある。 

(8) 金利水準及び為替相場の変動 

金利水準の急激な上昇、為替相場の大幅な変動等が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性がある。 

(9) 資材価格の変動 

主要建設資材が高騰した際、請負代金に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性がある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項なし。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社は、社会基盤整備の要請や顧客の要望に応えるべく、実践的な技術を中心に幅広く研究開発活動を行なってい

る。 

なお、子会社において研究開発活動は特段行われていない。 

（建設事業） 

当社においては、施工の高品質化・効率化に資する技術をはじめ、各種の環境関連技術および社会資本の再整備

を視野に入れたリニューアル・リフォーム技術などに重点を置いて、研究開発を行なっている。多様なニーズに対

応するため、技術研究所を中心として、大学などの研究機関、異業種・同業種企業や公共機関との共同研究も積極

的に進めている。戸田建設との業務提携による共同研究開発では、愛川衝撃振動研究所の大型衝撃振動台や遠心振

動載荷装置を活用した、複合免・制震構造技術や複合基礎の耐震設計技術等の研究成果もあがっており、業務提携

の５年間延長を踏まえ、更に効率的な共同研究開発を目指していく。 

当年度における、研究開発活動に要した費用総額は、1,536百万円（消費税抜き）で、主な成果は以下のとおりで

ある。 

(1) シールドトンネル関連技術 

① 道路トンネル分合流部大断面を合理的に施工する、独自のシールド新工法「カップルバード工法」の実証実

験を公開し、関係各方面の高い評価を得ている。 

② 開発済みの、長距離シールド工事対応ビット交換技術「アピアビット工法」は、２件の工事に適用され、コ

スト低減と工期短縮の有効性が確認された。 

(2) 山岳トンネル関連技術 

① トンネル覆工コンクリートの打設後、不織布製のエアマットで覆って外気温から遮断し、コンクリートの品

質を高める「トンネルバルーン工法」は適用事例が増加し、既設トンネルの覆工コンクリート補修工事にも採用

されている。 

② 山岳トンネルの割岩技術の一環として、他社と共同で連続孔穿孔装置「EGスリッター」を開発し、実現場に

適用されて良好な結果が得られ、このほど建設技術審査証明を取得した。 

(3) ダム関連技術 

① 大規模のり面などに伐採根を堆肥化して吹付け、緑化を促進させる「根をリサイクル工法」は、工法協会で

の実績も増加しており、インターネット上で外部からアクセスして同工法の見積が可能なシステムを開設してい

る。 

② 根をリサイクル工法を応用した長大のり面への自動吹付装置を開発し、実現場に適用して、吹付効率と作業

安全性の向上が実証されている。 

(4) 地盤・基礎関連技術 

① 鋼管矢板の施工性と止水性の向上が図れる、連結鋼管矢板工法を他社と共同で開発し、このほど工法研究会

を発足させた。橋梁基礎・護岸・岸壁・土留工など、幅広い応用が期待される。 

② 建築基礎の工法として、直接基礎と杭基礎を併用する「パイルド・ラフト工法」を他社と共同で開発した。

経済的な基礎形式として適用対象も広く、営業活動に有効な技術である。 



③ かねて他社と共同で開発済みの高効率揚水工法「スーパーウェルポイント工法」を粘土地盤に適用し、従来

困難とされていた同地盤からの揚水が可能であることを確認した。 

④ 杭頭半固定工法として他社と共同で開発した「キャプテン・パイル工法」は、一般評定を取得して協会を設

立した。新規物件への採用も増加しており、シェア拡大が期待される。 

(5) 高速施工技術 

     立体交差整備事業において交通規制を最小限にし、従来工法の３分の１の工期で施工可能な  

    立体交差システム「みつき橋工法」を他社と共同開発し、実証実験も実施した。 

(6) 免震・制震関連技術 

① 学校建物の耐震改修工事を夏休み期間内で完成可能にする、「ネオフレーム工法」を開発し、実建物におけ

る施工実験で施工性やサイクルタイムの優位性が立証されている。全国の学校建物の耐震補強工事への引き合

い事例も増加している。 

② 大地震時に建物天井部が落下する現象を防止するための耐震技術を、実大モデルを使った振動実験にて確立

し、設計基準を策定した。リニューアルを含む施工案件に適用し、顧客からの信頼向上に役立てていく。 

(7) 建築の構工法・施工技術 

① 60 階クラスの超高層住宅の建設技術として、超高層RCプレキャスト構法の開発を完了した。高強度鉄筋コン

クリート柱の耐火性能向上技術として他社と共同開発した「FIRECC工法」とともに、超高層RC建物の営業への

貢献が期待される。 

② コンクリート構造物の品質保証管理システムの一環として、現場で短時間に簡便に測定可能な単位水量測定

手法を他社と共同で確立し、高品質なコンクリートの提供を保証する体制を整えている。 

③ 高層オフィスビルや大規模店舗などで採用されるCFT柱（鋼管柱にコンクリートを充填した構造）の耐火被覆

厚低減技術について、他社と共同で耐火性能評価実験を行い、国土交通大臣認定を取得した。数多くの物件に

採用が予定されている。 

(8) 原子炉建屋解体工法 

     解体時に発生する二次廃棄物が少なく、切断効率が大きいワイヤーソー押し切り切断工法の開発を進めてい

る。焼却場の煙突解体工法とともに、無人化解体工法を研究している。 

(9) 快適住環境・省エネルギー関連技術 

① 室内空気質を良好に保つ「WIND24s」（自然風を利用した集合住宅用24時間省エネ換気システム）の採用件数

が増加しており、海外の業者からも引き合いがある。 

② 改正建築基準法に対応した、室内空気汚染予測システム「Mr.CONSIM」を他社と共同で開発した。多数の隣接

した部屋を同時に評価できるシステムで、強力な営業ツールとして期待される。 

(10) 環境保全・環境浄化技術 

① 親水性や景観さらには生物の多様性などのニーズを付加した、海岸侵食対策のための新しい技術「トラップ

式ダブルリーフ工法」が、建設技術審査証明を取得した。 

② ヒートアイランド現象の改善に役立つ屋上緑化工法「ネオセダム」「ネオココナッツグリーン」は、多くの

建物に採用され実績が増加している。壁面緑化の施工実績も増えている。 

③ 機械式の「西松式大気浄化システム」は、首都高換気所設備工事に続き、東京都発注の大規模交差点大気浄

化設備工事の受注にも成功した。 

④ 深層混合処理工法を活用した汚染土壌浄化技術「VAMP Crete(バンクリート)工法」は、市街地での有効な原

位置VOC浄化工法として注目されている。 

⑤ 海の砂漠化「磯焼け」を防止する有効な技術として、ヤシガラチューブに鉄鋼スラグと堆肥を混入したユニ

ットを海岸に敷設し、海の緑化を図る実験を他社と共同で実施し、1年経過後の現地観察の結果、アマモ・コン

ブなどの繁殖が確認された。全国の沿岸漁場における磯焼け防止事業への適用が期待されている。 

(11) リニューアル・リユース・長寿命 

① 既存建築物の意匠や用途の変更、耐震補強を含めて、老朽化した建物を全く新しい建物として蘇らせる「リ

ファイン建築システム」を実用化している。 

② 焼却場施設の煙突解体工法として、大型クレーンを使わずに、小型の自昇降式クレーンを用いる経済的な解

体工法を開発し、複数の現場に適用している。 

③ 硬質プラスチック製のセグメントを用いて老朽化した下水管渠を更生する「３Sセグメント工法」を他社と共

同で開発した。このほど、適用管径を拡大（従来φ1,000 以上のところ、φ800 以上とする）して、建設技術審査

証明を更新した。 



④ 既設コンクリート構造物の劣化に伴うはく落を、特殊繊維メッシュの接着により防止する、「PPネットライ

ニング工法」を他社と共同で開発した。高速道路や鉄道事業者に提案していく予定である。 

（12） 情報化施工 

① 他社と推進中の建設ICカードは、実績が増加しており、現場の労務・安全管理に寄与している。 

② ICタグを利用した現場管理システムを他社と共同で開発し、実現場においてトンネル入坑管理や危険有害作

業区域への入退場管理などの労務管理に多数採用されている。大規模現場での高速読み取りが可能な「ウォー

キングスルー・ゲート」も開発し、適用範囲が拡大している。 

③ 安価で簡便な工程管理システム「NACSⅡ」を開発し、多数の現場で採用されて、現場管理業務の省力化・高

度化に寄与している。 

④ 建築工事において、工程検査の作業量を大幅に軽減できる、タブレットPCを利用した検査システム

「Nesteem-OK」は、多数の現場に適用されて、現場経費の削減に寄与している。 

  

（不動産事業等） 

   研究開発活動は特段行われていない。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

  

(1) 重要な会計方針 

当社グループの連結財務諸表は、わ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されて

いる。この連結財務諸表の作成にあたって、特に以下の重要な会計方針が、財政状態及び経営成績に大きな影響を

及ぼしていると考えている。 

  

収益の認識 

完成工事高の計上は工事完成基準によっており、工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終総

請負高を計上している。 

通常の営業の形態として、上半期に比べ、下半期に完成する工事の割合が大きいため、連結会計年度の上半期

の完成工事高と下半期の完成工事高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動がある。 

  

(2) 経営成績の分析 

当社は、積極的な受注活動により、完成工事高の確保及び完成工事総利益率の向上を経営の重点目標に置いてい

る。また、販管費を低減し、営業利益を高める経営を目指している。 

 ① 売上高 

建設事業で減収となったものの不動産事業等で増収となった結果、当連結会計年度の売上高は449,060百万円

と前連結会計年度と比較して867百万円の減収(0.2%減)となった。 

   ② 売上総利益 

建設事業において、減収に加え利益率が低下したことが響き、総額で28,714百万円と前連結会計年度と比較

して5,407百万円の減益(15.8%減)となった。 

   ③ 販売費及び一般管理費 

当連結会計年度は20,511百万円で、前連結会計年度と比較して2,042百万円削減(9.1%減)した。主に、人件費

の削減によるものである。なお、当連結会計年度末における従業員数は3,890名で、前連結会計年度末と比べて

150名減少している。 

   ④ 営業利益 

以上により、当連結会計年度の営業利益は8,203百万円と前連結会計年度と比較して3,364百万円の減益

(29.1％減)となった。 

   ⑤ 営業外収支 

営業外収支は1,247百万円の収入超過(前連結会計年度は1,026百万円の収入超過)となった。金融収支は、前

連結会計年度の支出超過32百万円から、当連結会計年度は94百万円の収入超過となった。これは主に、社債利

息が減少したためである。 

   ⑥ 経常利益 

以上により、当連結会計年度の経常利益は9,450百万円と前連結会計年度と比較して3,144百万円の減益



(25.0％減)となった。 

⑦ 特別損益 

特別利益は、固定資産の売却益等の計上により、34,624百万円となった。 

また、シンガポール地下鉄工事の事故に伴う工事損失引当金繰入額23,507百万円及び貸倒引当金繰入額4,818

百万円等を計上した結果、特別損失は33,239 百万円となった。 

   ⑧ 当期純利益 

以上により、当連結会計年度は当期純利益4,184百万円と前連結会計年度と比較して1,086百万円の増益

（35.1％増）となった。 

 (3) 財政状態の分析 

    当社グループは、かねてより財務健全性に重点を置いており、更なる財務健全強化に重点を置いて経営してい

る。 

① 資産 

     当連結会計年度末の総資産は、神保町再開発関連の資産を売却したこと等により、有形固定資産及び投資そ

の他の資産(その他)が減少したものの、株式等の市場価格上昇により投資有価証券が増加した為、前連結会計

年度末比4,948百万円増加して724,744百万円となった。 

② 負債 

     当連結会計年度末の負債総額は、シンガポール地下鉄工事の事故に対する工事損失引当金の繰入により工事

損失引当金が増加したが、転換社債の償還等有利子負債の減少により、前連結会計年度末比14,139百万円減少

して519,987百万円となった。 

③ 資本 

     当連結会計年度末の資本は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末比19,086百万円

増加して204,750百万円となった。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度比2.5ポイント向上して28.3%となった。 

(4) 流動性および資金の源泉 

① キャッシュ・フロー 

「第２〔事業の状況〕１〔業績等の概要〕(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりである。  

② 財政政策 

当社グループの運転資金および設備投資資金については、内部資金または借入および社債等の発行により調

達している。外部調達資金は、主に再開発事業等関連不動産の取得を中心とする設備投資資金である。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度は、建設事業及び不動産事業を中心に設備投資を行い、その結果設備投資総額は2,083百万円となっ

た。 

（注）「第３ 設備の状況」における各事項の記載については、消費税抜きの金額で表示している。 

  

（建設事業） 

  当連結会計年度は、平塚製作所の移転に伴い、工場施設等を中心に投資を行い、その総額は707百万円であっ

た。 

（不動産事業等） 

  当連結会計年度は、賃貸事業等の拡大を目的として、土地・建物等の新規取得を中心に投資を行い、その総額

は1,376百万円であった。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。 

(1) 提出会社 
(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(単位 百万円) (注)１ 

従業員数
(名) 建物及び

構築物 

機械運搬具
・工具器具
及び備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

愛川衝撃振動研究所 
(神奈川県愛甲郡愛川町) 

建設事業 技術研究所 625 746 
1,003
(6,093)

2,375 6

大里機材センター 
(埼玉県熊谷市大里町) 

建設事業 機材センター 231 14 
1,489

(19,111)
1,735 5

ニューステージ札幌ビル 
(札幌市北区) 
(注)２(注)３ 

不動産事業等 
賃貸オフィス
ビル 

3,261 -
2,967
(2,016)

6,228 -

ザザシティ浜松西館 
(静岡県浜松市) 
(注)２(注)３ 

不動産事業等 賃貸店舗 1,054 -
1,307
(1,567)

2,361 -

フェスタ立花ビル 
(兵庫県尼崎市) 
(注)２(注)３ 

不動産事業等 賃貸店舗 1,086 -
1,030
(1,328)

2,117 -



(2) 国内子会社 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 帳簿価額に建設仮勘定は含まない。 

２ 賃貸用設備のため従業員数は記載していない。 

３ 連結会社以外に賃貸されている設備である。 

４ 土地は提出会社から賃借している。なお、提出会社の帳簿価額及び面積を記載している。 

５ 現在休止中の主要な設備はない。 

６ 上記の他、連結会社以外からの主要なリース設備は下記のとおりである。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(建設事業) 

重要な設備の新設及び除却等の計画はない。 

  

(不動産事業等) 

再開発事業等関連不動産への投資を予定しており、その計画は以下のとおりである。 

  

重要な設備の新設 
  

  

なお、重要な設備の除却等の計画はない。 

  

会社名 
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(単位 百万円) (注)１ 

従業員数
(名) 建物及び

構築物 

機械運搬具
・工具器具
及び備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

松栄不動産 
株式会社 

グランパラッシオ 
甲陽園 
(兵庫県西宮市) 
(注)２(注)３ 

不動産事業等 
賃貸マンシ
ョン 

663 -
926

(1,852)
1,589 -

〃 
成瀬ビル 
(東京都町田市) 
(注)２(注)３ 
(注)４ 

不動産事業等 賃貸店舗 684 -
1,016
(6,112)

1,701 -

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 
年間 
リース料 

備考 

西松建設株式会社 本社 建設事業 
大型汎用コンピュータ

(FACOM GS8500/1ON)他 
一式

4年また

は5年間 
40百万円 

情報シス

テム部他 

会社名 用途 内容
投資予定金額(百万円)

資金調達

方法 
着手年月 完了予定 

総額 既支払額 

西松建設株式会社 賃貸用施設等 土地・建物 11,172 824 
社債及び

自己資金 
平成17年４月 平成24年３月 



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) 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は、同日より400,000,000株増加

し、800,000,000株となっている。 

② 【発行済株式】 

(注) 提出日(平成18年６月30日)現在の発行数には、平成18年６月１日から提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は含まれていない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

2009年満期円建転換社債型新株予約権付社債(平成15年10月６日発行) 
  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

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 277,957,513 277,957,513 
東京証券取引所
市場第一部 

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

計 277,957,513 277,957,513 ― ― 

  
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) 10,000 同左 

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) 21,276,595 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 470 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年11月４日～

平成21年10月16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) 

発行価格 470 

資本組入額 235 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失

した場合には、以降本新株予約権を行

使することはできないものとする。ま

た、各本新株予約権の一部について行

使請求することはできないものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新株予約権

付社債に付されたものであり、社債か

らの分離譲渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 10,000 同左 



2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年８月17日発行) 

  

  

  
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) 12,500 同左 

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) 29,976,019 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 417 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月31日～

平成26年８月１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) 

発行価格 417
資本組入額 209

同左 

新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部につい

て行使請求することはできな

いものとする。 

平成21年６月30日までの期間

においては、本社債所持人

は、ある四半期の初日から最

終日までの期間において関連

する預託日（本社債の要項に

定義される。）が行使期間内

である場合で、かつ、当該四

半期の直前の四半期の最後の

取引日に終了する30連続取引

日のうちいずれかの20取引日

において、当社普通株式の終

値が転換価額の120％を超え

る場合に限って、本新株予約

権を行使することができる。

平成21年７月１日以降の期間

においては、本社債所持人

は、関連する預託日が行使期

間内である場合で、かつ、当

社普通株式の終値が少なくと

も１取引日において転換価額

の120％を超えた場合は、以

降いつでも、本新株予約権を

行使することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたも

のであり、社債からの分離譲

渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 12,500 同左 



2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年８月17日発行) 

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

(注) 転換社債の株式転換による増加 

  

  
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) 12,500 同左 

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) 31,645,569 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 395 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月31日～ 

平成28年８月３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) 

発行価格 395 

資本組入額 198 
同左 

新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部につい
て行使請求することはできな
いものとする。 
平成22年６月30日までの期間

においては、本社債所持人

は、ある四半期の初日から最

終日までの期間において関連

する預託日（本社債の要項に

定義される。）が行使期間内

である場合で、かつ、当該四

半期の直前の四半期の最後の

取引日に終了する30連続取引

日のうちいずれかの20取引日

において、当社普通株式の終

値が転換価額の120％を超え

る場合に限って、本新株予約

権を行使することができる。

平成22年７月１日以降の期間

においては、本社債所持人

は、関連する預託日が行使期

間内である場合で、かつ、当

社普通株式の終値が少なくと

も１取引日において転換価額

の120％を超えた場合は、以

降いつでも、本新株予約権を

行使することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたも

のであり、社債からの分離譲

渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 12,500 同左 

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13年４月１日～ 
平成14年３月31日(注) 

1 277,957 0 23,513 0 20,780 



(4) 【所有者別状況】 
平成18年３月31日現在 

(注) 自己株式422,885 株は「個人その他」に422 単元、「単元未満株式の状況」に885 株含まれている。なお、 

期末日現在の実質的な所有株式数も同一である。 

  

 (5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドンのわが国の常任代理人は、株式会社三菱東京UFJ銀行となってい

る。 

２ ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーのわが国の常任代理人は、株式会社みずほコーポレート銀行と

なっている。 

   ３ モルガン・スタンレーアンドカンパニーインクのわが国の常任代理人は、モルガンスタンレー証券会社東京支店となって

いる。 

   ４ 株式会社みずほコーポレート銀行から平成17年５月13日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成17年

３月23日現在、株式会社みずほコーポレート銀行およびみずほ信託銀行は、それぞれ7,500千株、7,593千株を保有してい

る旨の報告を受けている。 

   ５ 三井法律事務所から平成18年２月７日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成18年２月１日現在、ス

レッドニードル・アセット・マネジメント・ホールディングス・リミテッドは、10,950千株保有している旨の報告を受け

ている。 

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) 

0 100 40 240 223 10 20,787 21,400 - 

所有株式数 
(単元) 

0 129,987 2,683 15,781 63,015 37 64,516 276,019 1,938,513 

所有株式数 
の割合(％) 

0.00 47.10 0.97 5.72 22.83 0.01 23.37 100.00 - 

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 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２－１１－３ 26,056 9.37 

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１－８－１１ 23,129 8.32 

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス

信託銀行株式会社 (  信託口 4  )
東京都中央区晴海１－８－１１ 13,519 4.86 

全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会
東京都千代田区平河町２－７－９ 

 ( 全共連ビル ) 
8,262 2.97 

ザ  チ ェ ー ス  マ ン ハ ッ タ ン

バ ン ク  エ ヌ エ イ  ロ ン ド ン

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 

EC2P 2HD,ENGLAND 
5,905 2.12 

ステート ストリート バンク アンド

トラスト カンパニー 5 0 5 0 1 9

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX 518 

IFSC DUBLIN IRELAND 
5,483 1.97 

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１－３－３ 5,400 1.94 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 5,063 1.82 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 東京都中央区八重洲１－２－１ 5,050 1.82 

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー

ア ン ド カ ン パ ニ ー イ ン ク

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 

10036,U.S.A. 
4,332 1.56 

計 ― 102,199 36.77 



   ６ 大和住銀投信投資顧問株式会社から平成18年３月６日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成18年２

月28日現在、7,847千株を保有している旨の報告を受けている。 

   ７ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成18年５月15日付で提出された大量保有の状況に関する報告書によ

り、平成18年４月30日現在、三菱UFJ信託銀行株式会社は、10,505千株保有している旨の報告を受けている。 

   ８ 野村證券株式会社から平成18年５月26日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成18年５月19日現在、

ノムラ インターナショナル ピーエルシーおよび野村アセットマネジメント株式会社は、それぞれ7,745千株、5,128千株

を保有している旨の報告を受けている。 

   ９ ゴールドマン・サックス証券会社から平成18年５月29日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成18年

５月23日現在、ゴールドマン サックス インターナショナルおよびゴールドマン サックス アンド カンパニーは、それぞ

れ11,075千株、8,653千株を保有している旨の報告を受けている。 

   10 UBS証券会社東京支店から平成18年６月12日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成18年５月31日現

在、ユービーエス・エイ・ジー（銀行）は、5,403千株を保有している旨の報告を受けている。 

   11 アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社から平成18年６月14日付で提出された大量保有の状況に関する報告書

により、平成18年５月31日現在、14,268千株を保有している旨の報告を受けている。 

   12 上記４～11については、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ないため、上記大株主の状況

は株主名簿によっている。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式885株が含まれている。 

  

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。  

  

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 422,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

275,597,000
275,597 同上

単元未満株式 
普通株式 

1,938,513
― 同上

発行済株式総数 277,957,513 ― ― 

総株主の議決権 ― 275,597 ― 

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) 
西松建設株式会社 

東京都港区虎ノ門 
一丁目20番10号 

422,000 ― 422,000 0.15 

計 ― 422,000 ― 422,000 0.15 



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。 

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】 

当社は、株主に対し長期的に安定した利益還元を行うことを経営の重点政策として位置づけてお 

り、健全な経営基盤を維持するため内部留保の充実を図りつつ、業績に裏付けられた配当を行うこ 

とを基本方針としている。 

当期についても、業績等を勘案し、１株当たり年９円の配当を実施することとした。 

  

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) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【最近６箇月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

  

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69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) 629 410 479 440 583 

最低(円) 325 310 326 320 360 

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) 545 583 527 568 557 505 

最低(円) 464 483 462 480 469 471 



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 
社長   國 澤 幹 雄 昭和13年12月13日生

昭和36年３月 
昭和36年４月 

平成元年５月 
平成元年６月 

平成４年６月 
平成７年６月 

平成11年６月 
平成15年６月 

中央大学商学部卒業 
西松建設株式会社入社 

同社総務部長兼経営企画部長 
同社取締役 

同社常務取締役 
同社専務取締役 

同社代表取締役副社長 
同社代表取締役社長(現任) 

46

取締役 
相談役   金 山 良 治 昭和４年４月25日生

昭和28年３月 

昭和28年４月 

昭和59年７月 

昭和60年６月 

昭和63年６月 

平成３年６月 

平成５年６月 

平成７年６月 

平成15年６月 

平成17年６月 

徳島大学工学部土木工学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社四国支店長 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社代表取締役副社長 

同社代表取締役社長 

同社代表取締役会長 

同社取締役相談役(現任) 

66

代表取締役 建築営業 
本部長 石 橋   直 昭和15年１月２日生

昭和39年３月 

昭和39年４月 

平成９年６月 

平成10年６月 

平成12年６月 

平成14年６月 

  

平成15年６月 

平成18年６月 

法政大学経営学部経営学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社四国支店長 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社建築営業本部長(現任) 

同社代表取締役副社長 

同社代表取締役(現任) 

21

代表取締役 海外担当 藤 巻 恵 次 昭和16年１月５日生

昭和39年３月 

昭和39年４月 

平成６年４月 

平成９年６月 

平成13年６月 

平成15年６月 

  

  

平成16年６月 

平成18年６月 

立教大学経済学部経済学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社海外事業部長 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社管理本部長・海外担当兼社長

室長 

同社代表取締役副社長 

同社代表取締役海外担当(現任) 

22

代表取締役 施工本部長 吉 川 邦 彦 昭和20年２月３日生

昭和43年３月 

昭和43年４月 

平成７年６月 

平成９年６月 

平成15年６月 

平成17年６月 

  

平成18年６月 

北海道大学工学部土木工学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社札幌支店長 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社施工本部長(現任) 

同社代表取締役(現任) 

11

取締役 関西支店長 任 田   勉 昭和15年10月９日生

昭和38年３月 

昭和38年４月 

平成４年４月 

平成７年６月 

  

平成12年６月 

平成17年６月 

平成18年６月 

金沢大学工学部土木工学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社関西支店次長 

同社取締役 

同社関西支店長(現任) 

同社常務取締役 

同社専務取締役 

同社取締役(現任) 

26

取締役 関東支店長 井 上 直 宣 昭和16年１月19日生

昭和38年３月

昭和38年５月 
平成13年６月 
平成14年６月 
平成16年６月 
平成18年６月 

日本大学理工学部土木工学科卒業 
西松建設株式会社入社 
同社中国支店長 
同社取締役 
同社常務取締役 
同社取締役関東支店長(現任) 

10



  

(注) １ 監査役川端昭弘ならびに橋本 徹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

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、会社法第329条第２項に定める補欠監査役２名を選出

しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

取締役 建築部長 竹 谷   忠 昭和25年５月３日生

昭和48年３月
昭和48年４月 
平成16年10月 
平成17年６月 

神奈川大学工学部建築学科卒業 
西松建設株式会社入社 
同社建築部長(現任) 
同社取締役(現任) 

1

監査役 常勤 辻   正 人 昭和17年１月23日生

昭和40年３月 

昭和40年４月 

平成５年６月 

平成７年６月 

平成14年４月 

  

平成16年６月 

九州大学工学部土木工学科卒業 

西松建設株式会社入社 

同社中国支店長 

同社取締役 

IT関連担当・技術管理部長兼環境

安全部長兼品質管理部長 

同社監査役(現任) 

19

監査役 常勤 川 端 昭 弘 昭和18年10月24日生

昭和41年３月 
平成12年４月 

  
平成13年６月 

慶応義塾大学法学部政治学科卒業 
住友生命保険相互会社法人業務部

審議役 
西松建設株式会社監査役(現任) 

-

監査役 常勤 鈴 木   紘 昭和15年２月18日生

昭和38年３月 

  
昭和38年４月 

平成８年７月 
平成13年６月 

平成15年６月 
平成17年６月 

早稲田大学第一理工学部土木工学

科卒業 
西松建設株式会社入社 

同社土木部長 
同社取締役 

同社常務取締役 
同社監査役(現任) 

13

監査役 非常勤 橋 本   徹 昭和９年11月19日生

昭和32年３月 

昭和32年４月 

平成３年６月 

平成８年６月 

平成14年４月 

平成14年10月 

平成15年１月 

平成15年６月 

東京大学法学部卒業 

株式会社富士銀行入行 

同行頭取 

同行会長 

株式会社富士総合研究所理事長 

株式会社富士アドシステム顧問 

ドイツ証券会社東京支店特別顧問 

西松建設株式会社監査役(現任) 

-

計 235 

(氏名) (生年月日) (略歴) 
(所有株式数)
千株 

高 野 康 彦 昭和26年８月11日生 昭和59年４月 弁護士登録 - 

  樋口・高野法律事務所 

山 本   隆 昭和25年４月22日生 昭和58年４月 東京地検検事 - 

平成元年４月 弁護士登録 

平成５年９月 山本隆法律事務所 



３ 当社は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、平成18年６月29日付で執行役員制度を導入した。執行役員は次の

とおりである。 

      ※は取締役兼務者である。 
  

  

役名 氏名 職名 

※執行役員社長 國 澤 幹 雄

※執行役員副社長 石 橋   直 建築営業本部長

執行役員副社長 加 藤 重 臣 土木技術担当

※執行役員副社長 藤 巻 恵 次 海外担当

※執行役員副社長 吉 川 邦 彦 施工本部長

※専務執行役員 任 田   勉 関西支店長

※専務執行役員 井 上 直 宣 関東支店長

専務執行役員 追 川   篤 建築営業本部 部長

専務執行役員 佐 藤 精 司 購買部長

専務執行役員 相 原 直 樹 管理本部 部長・経営企画担当 

専務執行役員 齋 藤 義 信 横浜支店長

常務執行役員 葛 城 幸一郎 施工本部 土木技術担当

常務執行役員 崎 野 信 義 施工本部 技術企画担当

常務執行役員 香 月 尹 則 施工本部 建築技術担当

常務執行役員 中 村   豊 施工本部 技術企画担当

常務執行役員 辻   秀 紀 施工本部 土木技術担当

常務執行役員 平 野   實 施工本部 海外技術担当

常務執行役員 有 吉 隆 彌 九州支店長

常務執行役員 松 田 博 行 施工本部 部長

常務執行役員 長 岡 恵 紀 管理本部担当

※常務執行役員 竹 谷   忠 建築部長

執行役員 沼 尻 康 之 施工本部 建築設計担当

執行役員 藤 井 利 侑 土木営業本部 企画技術部長 

執行役員 武 田 利 興 東北支店長

執行役員 鈴 木 堂 司 中部支店長

執行役員 古 谷 俊 雄 土木部長

執行役員 前 田   亮 東関東支店長

執行役員 安 部 修 一 管理本部 部長

執行役員 山 本 享 司 札幌支店長

執行役員 近 藤 晴 貞 関東支店長代理

執行役員 平 田 栄 司 四国支店長

執行役員 安 部 俊 夫 北陸支店長

執行役員 水 口 宇 市 土木営業本部 部長

執行役員 加 藤 秀 三 中国支店長

執行役員 佐々木   順 経理部長



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)  

当社は、長期的に安定した関係をステークホルダーとの間に構築し、株主価値の向上を図ることを最重要課題と

して取り組んでいる。かねてより、意思決定の迅速化、監視機能の充実を図るため、取締役会・監査役会機能の活

性化を進めてきた。今後も、経営環境の変化に迅速に対処できる経営戦略システムの構築と経営管理組織の改善に

努めいく。また、企業として、社会規範を守り公正な企業活動を推進するとともに、役職員の一層のレベルアップ

を図るため、社内教育の充実・強化を進めている。 

  

 （1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況  

  ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

取締役会は、会社の業務執行を決し、取締役の業務執行の状況を監督している。また、取締役会のほかに、

業務執行に関わる協議および取締役会に諮る事項について討議・報告する機関として経営会議を設置し、経営

判断の迅速性と適正性の向上に努めている。また、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締

役会の経営に関する意思決定の迅速化・チェック機能の強化を図るため、平成18年６月より執行役員制度を導

入した。当社は、社外取締役の選任は行なっていないが、監査役制度を採用しており、取締役の業務執行を監

視している。会計監査人である監査法人芹沢会計事務所からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監

査を受けており、顧問弁護士については、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けている。 

② 会社の機関・内部統制体制表 

     当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制のしくみは下記のとおりである。 

  

 
  



(2) リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理体制としては、業務執行に係り、発生可能性のある市場リスク・信用リスク・安全リスク・施工物

の不具合等のリスクについては、担当部門が専門的立場から認識・評価し、その管理を行ない、組織横断的リス

ク状況の監視並びに全社的な対応は、管理本部および施工本部が行なうものとする。また、新たにリスクが生じ

た場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定め、危機管理にあたることとする。 

  

(3) 役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役の年間報酬総額 

取締役   42名  622百万円(当社には社外取締役はおりません。) 

   監査役   ５名   60百万円 

② 当期中の株主総会決議により支給した退職慰労金 

   取締役   ６名  148百万円 

   監査役   １名   3百万円 

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 30百万円 

上記以外の業務に基づく報酬額の支払いはない。 

  

(5) 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携 

内部統制面においては、監査役、会計監査人が、綿密な情報交換を行なう等十分な連携を図りながら適正な監

査を実施している。監査役会は４名で構成され、うち２名は社外監査役である。監査役会は、必要に応じ随時開

催され(平成17年度においては9回開催)、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、必要に応じて取締役等

からの報告聴取を行なうとともに、監査結果などについて監査役相互に意見・情報の交換を行なっている。ま

た、取締役会などの重要な会議に出席し意見を述べるほか、代表取締役との定期的会合、主要な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求め、職務執行の状況を監

督するほか、年次監査計画書に基づき会計監査及び業務監査を行なっている。また、取締役および使用人の職務

の執行が、法令・定款に則って行なわれることを確保するための体制としては、企業行動規範に基づいた企業行

動の徹底を図るため、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営を推

し進める体制を整えている。 

  

(6) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係 

 社外取締役は、選任しておりません。社外監査役については該当事項はありません。 

  

(7) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社の財務諸表について連続して監査関連業

務を行なっている場合における監査年数、監査業務に係る補助者の構成 

 当期において業務を執行した、監査法人芹沢会計事務所の公認会計士の氏名、継続監査年数及び監査業務に係

る補助者の構成については以下のとおりです。 

・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 

      業務執行社員 中島 次郎（継続監査年数  21年） 

      業務執行社員 神山 俊一（継続監査年数 ６年） 

・監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士６名、会計士補１名   



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。 

  

  

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)及

び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年４月１日

から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(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、監査

法人芹沢会計事務所により監査を受けている。 

  



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   107,601   87,765   

受取手形・完成工事 
未収入金等 

  111,601   111,473   

未成工事支出金   219,576   226,329   

その他たな卸資産   38,493   27,103   

繰延税金資産   6,491   17,184   

その他   37,000   50,001   

貸倒引当金   △1,777   △4,412   

流動資産合計   518,987 72.1 515,445 71.1 

Ⅱ 固定資産           

  有形固定資産           

建物・構築物 ※１ 66,094   61,860   

機械・運搬具・ 
工具器具・備品 

  14,364   13,404   

土地 ※２ 42,746   40,563   

建設仮勘定   1,380   16   

減価償却累計額   △43,063   △42,353   

有形固定資産合計   81,523   73,491   

  無形固定資産   321   329   

  投資その他の資産           

投資有価証券 ※３ 68,147   101,677   

長期貸付金   －   14,104   

繰延税金資産   25   8   

その他 ※４ 56,654   26,964   

貸倒引当金   △5,862   △7,277   

投資その他の資産合計   118,965   135,478   

固定資産合計   200,809 27.9 209,299 28.9 

資産合計   719,796 100.0 724,744 100.0 

      



  

  

    
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・工事未払金等   130,817   143,526   

短期借入金   34,562   30,752   

転換社債 
(１年以内償還予定) 

  30,000   －   

未払法人税等   －   12,940   

未成工事受入金   168,894   158,252   

完成工事補償引当金   675   904   

賞与引当金   1,453   1,614   

工事損失引当金   2,317   24,375   

預り金   37,207   31,683   

その他   18,543   12,312   

流動負債合計   424,471 59.0 416,363 57.4 

Ⅱ 固定負債           

社債   40,000   30,000   

新株予約権付社債   35,000   35,000   

長期借入金   4,065   6,610   

繰延税金負債   9,928   24,991   

退職給付引当金   13,281   72   

その他   7,379   6,950   

固定負債合計   109,654 15.2 103,623 14.3 

負債合計   534,126 74.2 519,987 71.7 

(少数株主持分)           

少数株主持分   5 0.0 6 0.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金 ※５ 23,513 3.3 23,513 3.3 

Ⅱ 資本剰余金   20,780 2.9 20,780 2.9 

Ⅲ 利益剰余金   118,851 16.5 120,499 16.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   22,645 3.1 40,113 5.5 

Ⅴ 自己株式 ※６ △126 △0.0 △155 △0.0 

資本合計   185,664 25.8 204,750 28.3 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  719,796 100.0 724,744 100.0 

     



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 売上高               

完成工事高   432,749     421,051     

不動産事業等売上高   17,178 449,927 100.0 28,009 449,060 100.0 

Ⅱ 売上原価               

完成工事原価   401,486     399,652     

不動産事業等売上原価   14,319 415,806 92.4 20,693 420,345 93.6 

売上総利益               

完成工事総利益   31,262     21,398     

不動産事業等総利益   2,858 34,121 7.6 7,316 28,714 6.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   22,553 5.0   20,511 4.6 

営業利益     11,567 2.6   8,203 1.8 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息   475     410     

受取配当金   672     760     

満期保険金   904     326     

信託配当金   594     477     

外国為替換算差益   －     348     

その他   991 3,638 0.8 878 3,202 0.7 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   1,180     1,077     

匿名組合損失負担金   343     －     

信託財産償却費   549     397     

その他   538 2,611 0.6 481 1,955 0.4 

経常利益     12,594 2.8   9,450 2.1 

Ⅵ 特別利益               

前期損益修正益 ※２ 177     98     

   固定資産売却益 ※３ 11     23,893     

    投資有価証券売却益   4,270     －     

   匿名組合出資金売却益   854     －     

   退職給付信託設定益   －     10,375     

   その他特別利益   － 5,313 1.1 256 34,624 7.7 

Ⅶ 特別損失               

前期損益修正損 ※４ 38     157     

固定資産売却損 ※５ 59     288     

貸倒引当金繰入額   1,377     4,818     

販売用不動産等評価損   －     2,417     

工事損失引当金繰入額 ※６ 2,317     23,507     

貸倒損失   2,825     －     
退職給付会計基準変更 
時差異償却 

  1,631     －     

その他特別損失   1,373 9,623 2.1 2,051 33,239 7.4 

税金等調整前当期純利益     8,284 1.8   10,835 2.4 
法人税、住民税 
及び事業税 

  4,563     13,688     

法人税等調整額   622 5,185 1.1 △7,037 6,650 1.5 

少数株主利益     0 0.0   0 0.0 

当期純利益     3,098 0.7   4,184 0.9 
       



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     20,780   20,780 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     20,780   20,780 

   

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     118,263   118,851 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

当期純利益     3,098   4,184 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

株主配当金   2,499   2,498   

取締役賞与金   11 2,510 38 2,536 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     118,851   120,499 

   



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   8,284 10,835 

減価償却費   2,691 2,344 

貸倒引当金の増減額(減少：△)   △3,023 4,049 

退職給付引当金の増減額(減少：△)   1,887 △814 

受取利息及び受取配当金   △1,148 △1,171 

支払利息   1,180 1,077 

投資有価証券売却損益（売却益：△）   △4,269 △44 

固定資産売却損益（売却益：△）   － △23,603 

退職給付信託設定益   － △10,375 

売上債権の増減額(増加：△)   △13,587 128 

未成工事支出金の増減額(増加：△)   29,175 △6,753 

その他たな卸資産の増減額(増加：△)   1,154 9,628 

その他資産の増減額(増加：△)   3,256 △2,538 

仕入債務の増減額(減少：△)   △920 12,709 

未成工事受入金の増減額(減少：△)   △39,008 △10,642 

その他負債の増減額(減少：△)   △4,800 21,019 

取締役賞与の支払額   △11 △38 

   その他   72 689 

小計   △19,066 6,499 

利息及び配当金の受取額   1,194 1,174 

利息の支払額   △1,182 △1,142 

法人税等の支払額   △3,472 △6,262 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △22,526 269 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

投資有価証券の取得による支出   △863 △6,841 

投資有価証券の売却による収入   5,976 276 

有形固定資産等の取得による支出   △919 △2,113 

有形固定資産等の売却による収入   96 30,858 

貸付けによる支出   △5,978 △10,358 

貸付金の回収による収入   2,428 3,548 

匿名組合出資金売却による収入   7,800 7,457 

保険満期による収入   8,584 2,818 

その他投資による支出   △953 △569 

その他投資金の回収による収入   2,086 3,791 

投資活動によるキャッシュ・フロー   18,256 28,870 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額(減少：△)   714 1,225 

長期借入れによる収入   580 6,330 

長期借入金の返済による支出   △2,180 △8,820 

社債の償還による支出   － △10,000 

転換社債の償還による支出   － △30,000 

新株予約権付社債の発行による収入   24,929 － 

その他の有利子負債の返済による支出   － △5,000 

配当金の支払額   △2,499 △2,498 

その他   △480 △578 

財務活動によるキャッシュ・フロー   21,063 △49,342 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △115 367 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   16,677 △19,835 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   90,923 107,601 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   107,601 87,765 
     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び名称 

１社 松栄不動産㈱ 

(1) 連結子会社の数及び名称 

同左 

  (2) 主要な非連結子会社名等 

㈱西松ビルサービス 

非連結子会社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていない。 

(2) 主要な非連結子会社名等 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 非連結子会社及び関連会社に対す

る投資について持分法を適用して

いない。 

(1)       同左 

  (2) 持分法を適用しない主要な非連結

子会社名及び関連会社名等 

持分法非適用の主要な非連結子

会社名 

㈱西松ビルサービス 

持分法非適用の主要な関連会社

名 

泰国西松建設㈱ 

持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分

法の適用から除外している。 

(2) 持分法を適用しない主要な非連結

子会社名及び関連会社名等 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結財務諸表

提出会社と同一である。 

同左 

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 

 満期保有目的の債券 

 償却原価法 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算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。) 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

 時価のないもの 

同左 

  たな卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

販売用不動産 

個別法による原価法 

不動産事業等支出金 

個別法による原価法 

材料貯蔵品 

移動平均法による原価法 

たな卸資産 

未成工事支出金 

同左 

販売用不動産 

同左 

不動産事業等支出金 

同左 

材料貯蔵品 

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) 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法によっている。 

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)に

ついては、定額法によっている。 

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いる。 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

定額法によっている。 

なお、耐用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

ている。 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってい

る。 

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 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ている。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

完成工事にかかる瑕疵補修等の費用

に充てるため、当連結会計年度の完

成工事高に対し、過去の一定期間に

おける補償実績率による算定額を計

上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

  賞与引当金 

従業員及び使用人兼務役員に対して

支給する賞与に充てるため、支給見

込額に基づき計上している。 

賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上している。 

なお、会計基準変更時差異(8,156百

万円)については、５年による均等

額を費用処理している。 

また、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしている。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上している。数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとして

いる。なお、当社においては、当連

結会計年度末、前払年金費用（422

百万円）となっており「投資その他

の資産」の「その他」に含めて表示

している。 



  

  

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) 

  工事損失引当金 

期末繰越工事のうち将来の損失発生

が見込まれ、その損失額が合理的に

見積ることができる場合に、その損

失見込額を計上している。 

工事損失引当金 

同左 

(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

によっている。 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

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、振当処理の要件を満た

している為替予約及び通貨スワップ

については振当処理に、特例処理の

要件を満たす金利スワップについて

は特例処理によっている。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約、通貨スワッ

プ及び金利スワップ 

ヘッジ対象 外貨建予定取引、借入

金及び預り金 

ヘッジ方針 

為替変動リスクを回避する目的で為

替予約及び通貨スワップを、また金

利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っている。 

ヘッジ有効性評価の方法 

期末日及び決済日に予約レート及び

スワップレートと同日の直物相場に

よるレート比較により評価を行って

いる。ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有効性

の評価を省略している。 

ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて特例処理によっている。 

  

  

  

  

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

  

ヘッジ対象 借入金 

  

ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っている。 

  

  

ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップ

のみのため、有効性の評価を省略し

ている。 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によってい

る。 

①消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理 

        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) 

  ② 信託財産の会計処理の方法 

信託銀行から送付されてくる決算報

告書に基づき、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘定として処

理し、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示している。損益計

算書項目は、営業外収益の「信託配

当金」及び営業外費用の「信託財産

償却費」として処理している。 

なお、収益及び費用の認識基準は発

生基準によっている。 

② 信託財産の会計処理の方法 

信託銀行から送付されてくる決算報

告書に基づき、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘定として処

理し、損益計算書項目は、営業外収

益の「信託配当金」及び営業外費用

の「信託財産償却費」として処理し

ている。 

なお、収益及び費用の認識基準は発

生基準によっている。 

（追加情報） 

当連結会計年度において、信託財産

を売却し、その利益を「固定資産売

却益」に含めて表示している。 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法によっている。 同左 

６ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成している。 

同左 

７ 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、随時引き出し可能な預金及

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か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなる。 

同左 



(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) 

（連結損益計算書関係） 

営業外収益の「満期保険金」（前連結会計年度117百万

円）及び「信託配当金」（前連結会計年度142百万円）

は、それぞれ営業外収益総額の100分の10を超えたため

区分掲記した。なお、前連結会計年度は営業外収益の

「その他」に含めて表示している。 

また、営業外収益の「生命保険配当金」（当連結会計年

度290百万円）は、営業外収益総額の100分の10以下の

為、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に含

めて表示している。 

  

営業外費用の「匿名組合損失負担金」（前連結会計年度

190百万円）及び「信託財産償却費」（前連結会計年度

106百万円）は、それぞれ営業外費用総額の100分の10を

超えたため区分掲記した。なお、前連結会計年度は営業

外費用の「その他」に含めて表示している。 

また、営業外費用の「外国為替換算差損」（当連結会計

年度234百万円）は、営業外費用総額の100分の10以下の

為、当連結会計年度より、営業外費用の「その他」に含

めて表示している。 

  

特別利益の「投資有価証券売却益」は、特別利益総額の

100分の10を超えたため区分掲記した。なお、前連結会

計年度は「その他特別利益」に4百万円含まれている。 

  

特別損失の「販売用不動産等評価損」（当連結会計年度

150百万円）及び「特別退職金」（当連結会計年度312百

万円）は、特別損失総額の100分の10以下の為、当連結

会計年度より、「その他特別損失」に含めて表示してい

る。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

「資産評価損等」は、当連結会計年度から営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」として表示すること

とした。 

「投資有価証券売却損益（売却益：△）」は、金額的重

要性が増したため区分掲記した。なお、前連結会計年度

は「資産評価損等」に177百万円含まれている。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

「保険満期による収入」は、金額的重要性が増したため

区分掲記した。なお、前連結会計年度は「その他投資金

の回収による収入」に2,011百万円含まれている。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

従来、区分掲記していた「従業員預り金の純増減額（減

少：△）」（当連結会計年度△453百万円）、「自己株

式の純増減額（増加：△）」（当連結会計年度△26百万

円）及び「少数株主への配当金の支払額」（当連結会計

年度△0百万円）は、統合して財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」として表示することに変更し

た。 

（連結貸借対照表関係） 

投資その他の資産の「長期貸付金」（前連結会計年度

4,770百万円）は、資産総額の100分の1を超えたため区

分掲記した。なお、前連結会計年度は投資その他の資産

の「その他」に含めて表示している。 

また、流動負債の「未払法人税等」（前連結会計年度

5,412百万円）は、負債、少数株主持分及び資本の合計

額の100分の1を超えたため区分掲記した。なお、前連結

会計年度は流動負債の「その他」に含めて表示してい

る。 

  

（連結損益計算書関係） 

特別利益の「投資有価証券売却益」（当連結会計年度

158百万円）は特別利益総額の100分の10以下の為、当連

結会計年度より、特別利益の「その他特別利益」に含め

て表示している。 

  

特別損失の「販売用不動産等評価損」（前連結会計年度

150百万円）は、金額的重要性が増したため区分掲記し

た。なお、前連結会計年度は特別損失の「その他特別損

失」に含めて表示している。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

「固定資産売却損益（売却益：△）」は、金額的重要性

が増したため区分掲記した。なお、前連結会計年度は

「その他」に△805百万円含まれている。 



(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) 

平成16年４月20日に発生した、当社施工中のシンガポ

ール地下鉄マリナラインＣ８２４工区における開削トン

ネル崩壊事故について、シンガポール政府事故調査委員

会の結論が、平成17年５月13日に発表された。 

今後、工事損失の負担関係について関係者との協議が

行われる予定であるが、その結果次第では、次期以降の

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能

性がある。 

―――――――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ ※３このうち非連結子会社及び関連会社に対する金

額は、次のとおりである。 

  投資有価証券(株式) 789百万円

１ ※３このうち非連結子会社及び関連会社に対する金

額は、次のとおりである。 

  投資有価証券(株式) 789百万円

２ (1) 下記の資産は、関連会社等の借入金の物上担保

に供している。 

  (2) 下記の資産は、工事契約保証等の担保に供して

いる。 

※１ 建物・構築物 2,968百万円

※２ 土地 3,215 

※３ 投資有価証券 93 

  計 6,277 

※３投資有価証券 699百万円

２ (1) 下記の資産は、関連会社等の借入金の物上担保

に供している。 

  (2) 下記の資産は、営業保証の担保に供している。 

※１建物・構築物 1,054百万円

※２土地 1,307 

※３投資有価証券 164 

  計 2,526 

※３投資有価証券 45百万円

３ ※３このうち、株式消費貸借契約に基づく貸付が

23,480百万円含まれている。 

３ ※３このうち、株式消費貸借契約に基づく貸付が

  27,275百万円含まれている。 

  

４ ※４このうち不動産信託受益権7,891百万円に関す

る主な信託財産は、下記のとおりである。 

(資産)  

信託土地 8,014百万円

信託建物 7,804 

(負債)   

借入金 8,296 

       ―――――――― 

５ 下記の会社の金融機関等からの借入金他について保

証を行っている。 

㈱健康科学医療 
センター 

2,800百万円

㈱厚生 1,600 

リバー産業㈱ 1,526 

三幸建設工業㈱ 900 

㈱大京 535 

㈱マリモ 359 

㈱江坂南パーキング

サービス 
280 

その他９社 697 

計 8,699 

４ 下記の会社の金融機関等からの借入金他について保

証を行っている。 

㈱健康科学医療
センター 

2,800百万円

㈱大京 2,010 

リバー産業㈱ 1,654 

㈱厚生 1,500 

㈱マリモ 641 

㈱環商事 462 

㈱江坂南パーキング

サービス 
258 

その他 10社 1,023 

計 10,350 

    

―――――――― ５ 受取手形裏書譲渡高          325百万円 

  

―――――――― ６ 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

       第３回無担保社債     5,000百万円 

       第４回無担保社債     5,000百万円 

  

６ ※５当社の発行済株式総数は、普通株式277,957千

株である。 

７ ※５当社の発行済株式総数は、普通株式277,957千

株である。 

  

７ ※６連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

359千株である。 

８ ※６連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 

  422千株である。 

  



  

  

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) 

―――――――― ９ 当期において取得価額より控除した圧縮記帳額 

   ※１建物               98百万円 

  

―――――――― 10 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行20行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。 

   貸出コミットメント総額     20,000百万円 

   当連結会計年度末の借入実行残高   －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 ※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 9,459百万円

退職給付費用 899 

１ ※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 8,718百万円

退職給付費用 948 

    

２ 研究開発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  1,643百万円

２ 研究開発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  1,536百万円

   

３ ※２前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 

賞与引当金戻入額 87百万円

過年度費用計上超過額 89 

その他 0 

計 177 

３ ※２前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 

賞与引当金戻入額 5百万円

過年度収益計上不足額 4 

過年度費用計上超過額 88 

その他 0 

計 98 

    

４ ※３固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

機械 11百万円

４ ※３固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

※神保町再開発関連固定資産は、神保町

再開発事業により取得した不動産信託

受益権等を売却したものである。 

  

機械 22百万円

土地  22,670 

神保町再開発 

関連固定資産 
 1,199 

計  23,893 

５ ※４前期損益修正損の内訳は次のとおりである。 

過年度費用計上不足額 37百万円

過年度収益計上超過額 0 

計 38 

５ ※４前期損益修正損の内訳は次のとおりである。 

過年度費用計上不足額 123百万円

過年度収益計上超過額 34 

計 157 

    

６ ※５固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 

機械 16百万円

土地 43 

計 59 

６ ※５固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 

建物・構築物 202百万円

機械 35 

土地 49 

計 288 

    

       ―――――――― 

  

７ ※６工事損失引当金繰入額 

工事損失引当金繰入額23,507百万円はシンガポール地

下鉄C824工区工事の崩壊事故に伴うものである。但

し、事故に係る保険金については、現在調停中であ

り、未収保険金を見積ることができないため、同金額

の計算には考慮していない。 

  



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(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) 

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 

現金預金勘定 107,601百万円

現金及び現金同等物 107,601 

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 

現金預金勘定 87,765百万円

現金及び現金同等物 87,765 

  
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) 

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 

  
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 7 2 4 

工具器具 
備品 

283 198 85 

車両 
運搬具 

28 10 18 

合計 319 210 108 

  
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 7 3 3 

工具器具
備品 

199 156 42 

車両
運搬具 

68 32 36 

合計 275 192 82 

   なお、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定している。 

同左 

② 未経過リース料期末残

高相当額 

１年内 53百万円

１年超 55 

合計 108 

１年内 34百万円

１年超 47 

合計 82 

   なお、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定

している。 

同左 

③ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

    

支払リース料 

減価償却費相当額 

  57百万円

  57百万円

  57百万円

  57百万円

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 



(有価証券関係) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

種類 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

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 45 45 0 － － － 

(時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの) 

国債 － － － 45 45 △0 

合計 45 45 0 45 45 △0 

種類 

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) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) 

(1) 株式 21,825 59,490 37,665 25,837 92,353 66,515 

(2) その他 204 209 4 205 218 12 

小計 22,029 59,699 37,670 26,042 92,571 66,528 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) 

株式 701 487 △213 749 567 △181 

小計 701 487 △213 749 567 △181 

合計 22,730 60,187 37,456 26,791 93,139 66,347 

  
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) 

売却額          (百万円) 5,976 276 

売却益の合計額      (百万円) 4,270 158 

売却損の合計額      (百万円) 0 114 



４ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

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

  

  

種類 
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) 

満期保有目的の債券     

 非上場債券          (百万円) 300 450 

その他有価証券     

非上場株式          (百万円) 5,825 6,121 

非上場優先出資証券      (百万円) 1,000 1,000 

匿名組合出資金        (百万円) － 131 

種類 

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年以内
  

(百万円) 

１年超
５年以内 
(百万円) 

５年超
  

(百万円) 

１年以内
  

(百万円) 

１年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
  

(百万円) 

満期保有目的の債券             

国債 － 45 － － 45 － 

非上場債券 － 300 － － 450 － 

合計 － 345 － － 495 － 



(デリバティブ取引関係) 

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) 

当社においては、市場金利変動リスクの低減を目的として金利スワップ取引を、外貨資金に関して為替相場変動

リスクを低減する目的で為替予約及び通貨スワップを行っており、投機目的の取引は行っていない。当該取引は、

本社経理部の管理と決裁のもと行っており、信用度の高い金融機関とのみ契約を締結しているため契約不履行によ

るリスクは発生しないと判断している。 

また、当該取引にはヘッジ会計を適用しているため、取引の時価等に関する事項の記載を省略している。 

なお、ヘッジ会計の方法については、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の４(5)重要なヘッジ会計

の方法に記載している。 

  

当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

当社においては、市場金利変動リスクの低減を目的として金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行

っていない。当該取引は、本社経理部の管理と決裁のもと行っており、信用度の高い金融機関とのみ契約を締結し

ているため契約不履行によるリスクは発生しないと判断している。 

また、当該取引にはヘッジ会計を適用しているため、取引の時価等に関する事項の記載を省略している。 

なお、ヘッジ会計の方法については、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の４(5)重要なヘッジ会計

の方法に記載している。 

  

次へ 



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社及び連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度、総合設立型厚生年金基金制

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、退職加算金を支払う場合があ

る。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度、総合設立型厚生年金基金制

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、退職加算金を支払う場合があ

る。 

なお、当連結会計年度において、当社は退職給付

信託を設定した。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

  (注)１ 上記年金資産以外に厚生年金基金制度にお

ける年金資産14,960百万円(給与総額割合

にて算定)がある。 

    ２ 従業員の一部及び連結子会社の従業員につ

いては、退職給付債務の算定にあたり簡便

法を採用している。 

退職給付債務 △30,953百万円

年金資産 13,522 

未積立退職給付債務 △17,431 

未認識数理計算上の差異 4,149 

連結貸借対照表計上額純額 △13,281 

前払年金費用 － 

退職給付引当金 △13,281 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

  (注)１ 上記年金資産以外に厚生年金基金制度にお

ける年金資産17,667百万円(給与総額割合

にて算定)がある。 

    ２ 従業員の一部及び連結子会社の従業員につ

いては、退職給付債務の算定にあたり簡便

法を採用している。 

退職給付債務 △30,809百万円

年金資産 29,699 

未積立退職給付債務 △1,109 

未認識数理計算上の差異 1,460 

連結貸借対照表計上額純額 350 

前払年金費用 422 

退職給付引当金 △72 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成16年４月１日至

平成17年３月31日) 

  (注) 上記退職給付費用以外に、退職加算金   

312百万円を支払っており、特別損失として計

上している。 

勤務費用 1,255百万円

利息費用 761 

期待運用収益 △330 

会計基準変更時差異の費用処理額 1,631 

数理計算上の差異の費用処理額 567 

厚生年金基金拠出金 645 

退職給付費用 4,529 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成17年４月１日至

平成18年３月31日) 

  (注)  上記退職給付費用以外に、退職加算金

     56百万円を支払っており、特別損失として計

上している。 

勤務費用 1,247百万円

利息費用 762 

期待運用収益 △338 

数理計算上の差異の費用処理額 571 

厚生年金基金拠出金 743 

退職給付費用 2,987 

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項(自平成16

年４月１日 至平成17年３月31日) 

退職給付見込額の 
期間配分方法 

期間定額基準 
  

割引率 2.5％ 

期待運用収益率 2.5％ 

数理計算上の差異の 
処理年数 
  
  
  
  
  
  
  

10年 
(各連結会計年度の発生
時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数
による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用
処理することとしてい
る。) 

会計基準変更時差異の 
処理年数 

５年 
  

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項(自平成17

年４月１日 至平成18年３月31日) 

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
  
  
  
  
  
  
  
  



(税効果会計関係) 

  

  

前へ     

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 百万円

退職給付引当金 4,827 

販売用不動産等評価損 3,879 

減損損失 1,265 

工事損失引当金 916 

賞与引当金 574 

ゴルフ会員権評価損 530 

固定資産未実現利益 456 

その他 1,171 

繰延税金資産小計 13,622 

 評価性引当額 △833 

繰延税金資産合計 12,789 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △14,809 

買換資産圧縮積立金 △1,391 

繰延税金負債合計 △16,201 

繰延税金負債の純額 △3,411 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

  

繰延税金資産 百万円

工事損失引当金 9,637 

退職給付引当金繰入額 5,239 

販売用不動産等評価損 4,776 

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,399 

減損損失 1,088 

賞与引当金 638 

ゴルフ会員権評価損 523 

固定資産未実現利益 448 

その他 824 

繰延税金資産小計 24,576 

 評価性引当額 △683 

繰延税金資産合計 23,892 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △26,233 

退職給付信託設定益 △4,102 

買換資産圧縮積立金 △1,354 

繰延税金負債合計 △31,690 

繰延税金負債の純額 △7,797 

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             39.54％ 

   (調整) 

   永久に損金に算入されない項目        16.54 

   永久に益金に算入されない項目    △   1.77 

   住民税均等割等                       8.28 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率    62.59 

  

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             39.54％ 

   (調整) 

   永久に損金に算入されない項目        15.96 

   永久に益金に算入されない項目   △  1.27 

   住民税均等割等                       7.15 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率    61.38 

  



(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) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の販売、賃貸事業等に関する事業 

  

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 

432,749 17,178 449,927 － 449,927 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10 1,184 1,195 ( 1,195) － 

計 432,760 18,363 451,123 ( 1,195) 449,927 

営業費用 422,237 17,318 439,556 ( 1,195) 438,360 

営業利益 10,522 1,045 11,567 － 11,567 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

          

資産 603,067 119,433 722,500 ( 2,704) 719,796 

減価償却費 1,356 1,334 2,691 － 2,691 

資本的支出 272 889 1,161 － 1,161 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 

421,051 28,009 449,060 － 449,060 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,784 1,184 2,969 (2,969) － 

計 422,835 29,194 452,030 (2,969) 449,060 

営業費用 420,211 23,615 443,826 (2,969) 440,857 

営業利益 2,624 5,579 8,203 － 8,203 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

      

資産 630,970 96,782 727,752 (3,007) 724,744 

減価償却費 1,282 1,062 2,344 － 2,344 

資本的支出 2,529 2,553 5,083 － 5,083 



【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) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、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) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………英国、アイルランド 

  

  
日本 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

387,631 40,099 22,196 449,927 － 449,927 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － － 

計 387,631 40,099 22,196 449,927 － 449,927 

営業費用 376,010 40,521 21,828 438,360 － 438,360 

営業利益又は営業損失 
(△) 

11,620 △421 368 11,567 － 11,567 

Ⅱ 資産 604,037 84,129 31,629 719,796 － 719,796 

  
日本 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

381,139 38,690 29,230 449,060 － 449,060 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － － 

計 381,139 38,690 29,230 449,060 － 449,060 

営業費用 369,701 38,540 32,614 440,857 － 440,857 

営業利益又は営業損失 
(△) 

11,437 149 △3,383 8,203 － 8,203 

Ⅱ 資産 614,583 105,033 5,127 724,744 － 724,744 



【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 国又は地域の区分の方法は、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) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………英国、アイルランド 

３ 海外売上高は、当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。 

  

【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)及び当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成

18年３月31日) 

該当事項なし。 

  

  東南アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 40,099 22,196 62,296 

Ⅱ 連結売上高(百万円)     449,927 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.9 4.9 13.8 

  東南アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 38,690 29,230 67,921 

Ⅱ 連結売上高(百万円)     449,060 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 8.6 6.5 15.1 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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) 

１株当たり純資産額 668円68銭 737円70銭 

１株当たり当期純利益 11円02銭 15円02銭 

   
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 9円58銭 12円11銭 

  
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 (百万円) 3,098 4,184 

普通株主に 
帰属しない金額 

(百万円) 38 14 

(うち取締役賞与金) (百万円) 38 14 

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 3,059 4,169 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 277,638 277,563 

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) 46 △14 

(うち支払利息 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) 90 45 

(うち管理委託等手数料 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) 4 3 

(うち事業税 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) △ 48 △63 

普通株式増加数 (千株) 46,612 65,555 

(うち転換社債) (千株) 25,335 12,633 

(うち新株予約権付社債) (千株) 21,276 52,922 

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 

2014年満期ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債及び2016年満期ユー
ロ円建転換社債型新株予約権付社
債。これらの概要は、「社債明細
表」及び「新株予約権等の状況」に
記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債。この概要は、「社
債明細表」及び「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 
  

(注) １ 転換社債に関する記載は次のとおりである。 

  第７回 

２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。 

      2009年満期円建転換社債型新株予約権付社債 

  

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 

当社 
第７回無担保 
転換社債 

平成8年 
6月26日 

30,000 － 年0.5 なし 
平成17年
9月30日 

 〃 
第１回無担保 
社債 

平成14年 
９月12日 

10,000 10,000 年1.02 なし 
平成19年
９月12日 

 〃 
第２回無担保 
社債 

平成14年 
11月８日 

10,000 10,000 年1.00 なし 
平成19年
11月８日 

 〃 
第３回無担保 
社債 

平成15年 
６月12日 

15,000 10,000 年0.47 なし 
平成20年
６月12日 

 〃 
第４回無担保 
社債 

平成15年 
６月12日 

5,000 － 年0.78 なし 
平成22年
６月11日 

 〃 
2009年満期円建 
転換社債型 
新株予約権付社債 

平成15年 
10月６日 

10,000 10,000 － なし 
平成21年
10月30日 

 〃 
2014年満期ユーロ円建 
転換社債型 
新株予約権付社債 

平成16年 
８月17日 

12,500 12,500 － なし 
平成26年
８月17日 

 〃 
2016年満期ユーロ円建 
転換社債型 
新株予約権付社債 

平成16年 
8月17日 

12,500 12,500 － なし 
平成28年
８月17日 

合計 ― ― 105,000 65,000 ― ― ― 

転換の条件 転換価額1,184.10円につき普通株式１株の割合をもって転換する。 

転換により発行すべき

株式の内容 
当社普通株式 

転換請求期間 平成８年８月１日から平成17年９月29日まで 

発行価格 100円につき金100円 

発行すべき株式 当社普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 470円 

発行価額の総額 10,000百万円 

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 
－ 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使期間 平成15年11月４日から平成21年10月16日 



      2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

  

      2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

  

  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年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。 
  

  

４ 第３回無担保社債のうち5,000百万円及び第４回無担保社債5,000百万円については、「金融商品に係る会計基準」におけ

る経過措置が適用可能な債務履行引受契約を金融機関と締結し、債務の履行を委任しているので、償還したものとして処

理している。 

  

発行すべき株式 当社普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 417円 

発行価額の総額 12,500百万円 

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 
－ 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使期間 平成16年８月31日から平成26年８月１日 

発行すべき株式 当社普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 395円 

発行価額の総額 12,500百万円 

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 
－ 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使期間 平成16年８月31日から平成28年８月３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) 

－ 20,000 10,000 10,000 － 



【借入金等明細表】 
  

(注) １ 平均利率については、借入金の期中平均に対する加重平均利率を記載している。 

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年内における返済予定額は以下のとおりである。 
  

  

(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 25,742 26,967 0.9 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 8,820 3,785 1.1 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

4,065 6,610 1.1 平成19年～平成23年 

その他の有利子負債 
 預り金 

 
15,000 10,000 0.7     ― 

合計 53,627 47,362   ― 

区分 
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 1,580 3,880 － 1,150 



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     107,348     87,497   

受取手形     15,692     10,114   

完成工事未収入金     95,830     101,574   

販売用不動産     21,735     16,024   

未成工事支出金     219,695     226,329   

不動産事業等支出金     3,217     3,515   

材料貯蔵品     8,783     3,797   

短期貸付金     6,154     3,891   

関係会社短期貸付金     3,507     2,967   

前払費用     80     95   

繰延税金資産     5,735     16,208   

立替金     21,817     23,333   

未収入金     －     15,764   

その他流動資産     6,007     4,229   

貸倒引当金     △1,796     △4,425   

流動資産合計     513,809 73.0   510,918 72.0 

Ⅱ 固定資産               

  有形固定資産               

建物 ※１ 53,206     48,974     

減価償却累計額   23,398 29,807   23,275 25,698   

構築物 ※２ 2,636     2,389     

減価償却累計額   1,953 683   1,821 568   

機械装置   8,924     8,253     

減価償却累計額   7,207 1,716   6,757 1,495   

車両運搬具   958     861     

減価償却累計額   824 133   761 99   

工具器具・備品   4,377     4,185     

減価償却累計額   3,886 490   3,707 477   

土地 ※３   35,108     32,971   

建設仮勘定     1,296     16   

有形固定資産計     69,236     61,329   



  

  

    
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
(％) 

  無形固定資産               

ソフトウェア     49     98   

その他無形固定資産     265     225   

無形固定資産計     314     323   

  投資その他の資産               

投資有価証券 ※４   67,287     100,789   

関係会社株式     1,164     1,164   

出資金     10,657     43   

長期貸付金     4,506     13,827   

従業員に対する 
長期貸付金 

    6     4   

関係会社長期貸付金     208     223   

不動産信託受益権 ※５   7,891     －   

破産債権、更生債権等     7,915     7,980   

長期前払費用     185     173   

その他投資等     26,107     19,893   

貸倒引当金     △5,862     △7,277   

投資その他の資産計     120,068     136,822   

固定資産合計     189,619 27.0   198,474 28.0 

資産合計     703,429 100.0   709,393 100.0 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

支払手形     28,472     28,113   

工事未払金     101,113     114,276   

短期借入金     27,372     26,067   

転換社債 
(１年以内償還予定) 

    30,000     －   

未払金     1,706     1,504   

未払法人税等     5,230     12,389   

未成工事受入金     168,811     158,217   

預り金     37,092     31,551   

前受収益     21     21   

完成工事補償引当金     675     904   

賞与引当金     1,432     1,597   

工事損失引当金     2,317     24,375   

従業員預り金     10,362     9,827   

その他流動負債     794     675   

流動負債合計     415,402 59.0   409,524 57.7 



  

  

    
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
(％) 

Ⅱ 固定負債               

社債     40,000     30,000   

新株予約権付社債     35,000     35,000   

長期借入金     2,580     4,410   

繰延税金負債     10,384     25,439   

退職給付引当金     13,209     －   

その他固定負債     6,148     5,896   

固定負債合計     107,323 15.3   100,745 14.2 

負債合計     522,725 74.3   510,270 71.9 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※６   23,513 3.3   23,513 3.3 

Ⅱ 資本剰余金               

  資本準備金     20,780     20,780   

資本剰余金合計     20,780 3.0   20,780 2.9 

Ⅲ 利益剰余金               

  利益準備金     5,878     5,878   

  任意積立金               

買換資産圧縮積立金   2,143     2,127     

別途積立金   102,775 104,918   102,775 104,903   

  当期未処分利益     3,115     4,128   

利益剰余金合計     113,912 16.2   114,909 16.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※７   22,623 3.2   40,074 5.7 

Ⅴ 自己株式 ※８   △126 △0.0   △155 △0.0 

資本合計     180,703 25.7   199,122 28.1 

負債資本合計     703,429 100.0   709,393 100.0 

      



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 売上高               

完成工事高   432,760     422,835     

不動産事業等売上高   11,296 444,056 100.0 23,211 446,047 100.0 

Ⅱ 売上原価               

完成工事原価   401,497     401,391     

不動産事業等売上原価   9,267 410,764 92.5 16,822 418,213 93.8 

売上総利益               

完成工事総利益   31,262     21,444     

不動産事業等総利益   2,028 33,291 7.5 6,389 27,833 6.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

役員報酬   715     683     

従業員給料手当   9,367     8,623     

退職金   58     172     

退職給付費用   893     943     

法定福利費   881     834     

福利厚生費   467     355     

修繕維持費   132     131     

事務用品費   727     704     

通信交通費   1,498     1,418     

動力用水光熱費   120     117     

調査研究費   2,114     1,796     

広告宣伝費   154     127     

交際費   651     669     

寄付金   139     89     

地代家賃   1,409     1,147     

減価償却費   975     895     

租税公課   595     469     

保険料   557     235     

雑費   1,559 23,020 5.2 1,607 21,021 4.7 

営業利益     10,271 2.3   6,811 1.5 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息   468     398     

有価証券利息   5     11     

受取配当金   752     839     

満期保険金   903     325     

信託配当金   594     477     

外国為替換算差益   －     348     

その他   1,022 3,747 0.9 857 3,258 0.7 

     



  

  

    
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
(％) 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   617     624     

社債利息   461     367     

匿名組合損失負担金   343     －     

信託財産償却費   549     397     

その他   537 2,509 0.6 480 1,869 0.4 

経常利益     11,509 2.6   8,200 1.8 

Ⅵ 特別利益               

前期損益修正益 ※１ 176     91     

固定資産売却益 ※２ 11     23,638     

投資有価証券売却益   4,270     －     

匿名組合出資金売却益   854     －     

   退職給付信託設定益   －     10,375     

   その他特別利益   － 5,311 1.2 256 34,362 7.7 

Ⅶ 特別損失               

前期損益修正損 ※３ 37     155     

固定資産売却損 ※４ 58     285     

貸倒引当金繰入額   1,366     4,818     

販売用不動産等評価損   －     2,116     

工事損失引当金繰入額 ※５ 2,317     23,507     

貸倒損失   2,825     －     

退職給付会計基準 
変更時差異償却 

  1,618     －     

その他特別損失   1,223 9,447 2.1 2,045 32,927 7.3 

税引前当期純利益     7,373 1.7   9,635 2.2 

法人税、住民税及び事業税   4,163     12,946     

法人税等調整額   606 4,770 1.1 △6,832 6,114 1.4 

当期純利益     2,603 0.6   3,521 0.8 

前期繰越利益     512     606   

当期未処分利益     3,115     4,128   

     



完成工事原価報告書 

  

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

不動産事業等売上原価報告書 

  

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

  

    
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) 

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   63,541 15.8 69,450 17.3 

労務費   7,017 1.8 10,678 2.7 

(うち労務外注費)   (7,017) (1.8) (10,678) (2.7)

外注費   282,806 70.4 266,044 66.3 

経費   48,132 12.0 55,218 13.7 

(うち人件費)   (21,967) (5.5) (22,298) (5.6)

計   401,497 100.0 401,391 100.0 

    
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 
(％) 

不動産事業           

土地代   1,373 14.8 4,134 24.6 

建物代   4,569 49.3 9,243 54.9 

経費   2,913 31.5 3,258 19.4 

小計   8,856 95.6 16,636 98.9 

その他   410 4.4 186 1.1 

計   9,267 100.0 16,822 100.0 



③ 【利益処分計算書】 

  

  

    
前事業年度

平成17年６月29日 
株主総会決議 

当事業年度 
平成18年６月29日 
株主総会決議 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

当期未処分利益     3,115   4,128 

任意積立金取崩額           

  買換資産圧縮積立金取崩額   15 15 57 57 

  合計     3,131   4,185 

利益処分額           

  株主配当金 
  

  
2,498

(１株につき 9円)
  

2,497
(１株につき 9円)

  

  取締役賞与金   26   －   

任意積立金           

    別途積立金   － 2,524 1,000 3,497 

次期繰越利益     606   687 



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 

満期保有目的の債券 

償却原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

満期保有目的の債券 

同左 

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 

同左 

  

  

  

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

不動産事業等支出金 

個別法による原価法 

材料貯蔵品 

移動平均法による原価法 

販売用不動産 

同左 

未成工事支出金 

同左 

不動産事業等支出金 

同左 

材料貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法によっている。 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によっている。 

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いる。 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

定額法によっている。 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っている。 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によってい

る。 

無形固定資産 

同左 

  長期前払費用 

定額法によっている。 

長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費は、支出時に全額費用とし

て処理している。 

―――― 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ている。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

完成工事にかかる瑕疵補修等の費用

に充てるため、当期の完成工事高に

対し、過去の一定期間における補償

実績率による算定額を計上してい

る。 

完成工事補償引当金 

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) 

  賞与引当金 
従業員及び使用人兼務役員に対して
支給する賞与に充てるため、支給見
込額に基づき計上している。 

賞与引当金 
同左 

  退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
期末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上してい
る。 
なお、会計基準変更時差異(8,090百
万円)については、５年による均等
額を費用処理している。また、数理
計算上の差異は、各期の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(10年)による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌
期から費用処理することとしてい
る。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
期末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上してい
る。数理計算上の差異は、各期の発
生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌期から費用処理すること
としている。 
なお、当期末において前払年金費用
となっており「投資その他の資産」
の「その他投資等」に含めて表示し
ている。 

  工事損失引当金 
期末繰越工事のうち将来の損失発生
が見込まれ、その損失額が合理的に
見積ることができる場合に、その損
失見込額を計上している。 

工事損失引当金 
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
よっている。 

同左 

７ 不動産事業売上高の計上
基準 

不動産事業売上高の計上は、引渡基準
によっているが、大型延払条件付物件
については延払基準を適用し、約定回
収日到来の都度、延払売上高及びそれ
に対応する延払売上原価を計上するこ
ととしている。 

同左 

８ 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
によっている。 

同左 

９ ヘッジ会計の方法 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、振当処理の要件を満た
している為替予約及び通貨スワップ
については振当処理に、特例処理の
要件を満たす金利スワップについて
は特例処理によっている。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 為替予約、通貨スワッ

プ及び金利スワップ 
ヘッジ対象 外貨建予定取引、借入

金及び預り金 
ヘッジ方針 
為替変動リスクを回避する目的で為
替予約及び通貨スワップを、また金
利変動リスクを回避する目的で金利
スワップ取引を行っている。 
ヘッジ有効性評価の方法 
期末日及び決済日に予約レート及び
スワップレートと同日の直物相場に
よるレート比較により評価を行って
いる。ただし、特例処理によってい
る金利スワップについては、有効性
の評価を省略している。 

ヘッジ会計の方法 
特例処理の要件を満たす金利スワッ
プについて特例処理によっている。 
  
  
  
  
ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 金利スワップ 
  
ヘッジ対象 借入金 
  
ヘッジ方針 
金利変動リスクを回避する目的で金
利スワップ取引を行っている。 
  
  
ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理によっている金利スワップ
のみのため、有効性の評価を省略し
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) 

10 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 

  消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は、税抜方式によっ

ている。 

(1) 消費税等の会計処理 

        同左 

(2) 信託財産の会計処理の方法 

信託銀行から送付されてくる決算

報告書に基づき、貸借対照表項目

は「不動産信託受益権」勘定とし

て処理し、損益計算書項目は、営

業外収益の「信託配当金」及び営

業外費用の「信託財産償却費」に

含めて処理している。 

なお、収益及び費用の認識基準は

発生基準によっている。 

(2) 信託財産の会計処理の方法 

信託銀行から送付されてくる決算

報告書に基づき、貸借対照表項目

は「不動産信託受益権」勘定とし

て処理し、損益計算書項目は、営

業外収益の「信託配当金」及び営

業外費用の「信託財産償却費」と

して処理している。 

なお、収益及び費用の認識基準は

発生基準によっている。 

（追加情報） 

当事業年度において、信託財産を

売却し、その利益を「固定資産売

却益」に含めて表示している。 



  

(表示方法の変更) 

  

(追加情報) 

  

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） 

営業外収益の「満期保険金」（前事業年度117百万円）

及び「信託配当金」（前事業年度142百万円）は、それ

ぞれ営業外収益総額の100分の10を超えたため区分掲記

した。なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に含

めて表示している。 

また、営業外収益の「生命保険配当金」（当事業年度

290百万円）は、営業外収益総額の100分の10以下の為、

当事業年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示

している。 

  

営業外費用の「匿名組合損失負担金」（前事業年度190

百万円）及び「信託財産償却費」（前事業年度106百万

円）は、それぞれ営業外費用総額の100分の10を超えた

ため区分掲記した。なお、前事業年度は営業外費用の

「その他」に含めて表示している。 

また、営業外費用の「外国為替換算差損」（当事業年度

234百万円）は、営業外費用総額の100分の10以下の為、

当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示

している。 

  

特別損失の「特別退職金」（当事業年度312百万円）

は、特別損失総額の100分の10以下の為、当事業年度よ

り、「その他特別損失」に含めて表示している。 

  

（貸借対照表関係） 

流動資産の「未収入金」（前事業年度2,374百万円）

は、資産総額の100分の1を超えたため区分掲記した。な

お、前事業年度は「その他流動資産」に含めて表示して

いる。 

  

（損益計算書関係） 

特別利益の「投資有価証券売却益」（当事業年度158百

万円）は特別利益総額の100分の10以下のため、当事業

年度より「その他特別利益」に含めて表示している。 

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) 

平成16年４月20日に発生した、当社施工中のシンガポ

ール地下鉄マリナラインＣ８２４工区における開削トン

ネル崩壊事故について、シンガポール政府事故調査委員

会の結論が、平成17年５月13日に発表された。 

今後、工事損失の負担関係について関係者との協議が

行われる予定であるが、その結果次第では、次期以降の

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える可能

性がある。 

―――――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

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 (1) 下記の資産は、関連会社等の借入金の物上担保

に供している。 

  (2) 下記の資産は工事契約保証等の担保に供してい

る。 

※１ 建物 2,951百万円 

※２ 構築物 16   

※３ 土地 3,215   

※４ 投資有価証券 93   

  計 6,277   

※４投資有価証券 699百万円 

     

１ (1) 下記の資産は、関連会社等の借入金の物上担保

に供している。 

  (2) 下記の資産は営業保証の担保に供している。 

※１建物 1,054百万円 

※３土地 1,307   

※４投資有価証券 164   

  計 2,526   

※４投資有価証券 45百万円 

２ ※４このうち、株式消費貸借契約に基づく貸付が

23,480百万円含まれている。 

２ ※４このうち、株式消費貸借契約に基づく貸付が

    27,275百万円含まれている。 

  

３ ※５不動産信託受益権に関する主な信託財産は、下

記のとおりである。 

(資産)  

信託土地 8,014百万円

信託建物 7,804 

(負債)   

借入金 8,296 

    

      ―――――――― 

４ 下記の会社の金融機関等からの借入金他について保

証を行っている。 

   百万円 

㈱健康科学医療センター 2,800  

㈱厚生 1,600  

リバー産業㈱ 1,526   

三幸建設工業㈱ 900   

㈱大京 535   

㈱マリモ 359   

㈱江坂南パーキング 
サービス 

280   

その他９社 697   

計 8,699   

３ 下記の会社の金融機関等からの借入金他について保

証を行っている。 

   百万円 

㈱健康科学医療センター 2,800  

㈱大京 2,010  

リバー産業㈱ 1,654   

㈱厚生 1,500   

㈱マリモ 641   

㈱環商事 462   

㈱江坂南パーキング
サービス 

258   

その他10社 1,023   

計 10,350   

     

―――――――― ４ 受取手形裏書譲渡高          325百万円 

  

―――――――― ５ 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

     第３回無担保社債       5,000百万円 

     第４回無担保社債       5,000百万円 

  

５ ※６会社が発行する株式の総数 

普通株式400,000,000株 

    発行済株式の総数 普通株式277,957,513株 

６ ※６会社が発行する株式の総数 

普通株式400,000,000株 

    発行済株式の総数 普通株式277,957,513株 

  



  

  

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) 

６ ※７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 

22,623百万円

 

７ ※８当社が保有する自己株式の数は、普通株式

359千株である。 

７ ※７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 

40,074百万円

 

８ ※８当社が保有する自己株式の数は、普通株式

    422千株である。 

  

―――――――― ９ 当期において取得価額より控除した圧縮記帳額 

    ※１建物             98百万円 

  

―――――――― 10 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行20行と貸出コミットメント契約を締結してい

る。 

   貸出コミットメント総額     20,000百万円 

   当事業年度末の借入実行残高     －百万円 

  



(損益計算書関係) 

  
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) 

１ 研究開発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

  1,643百万円

１ 研究開発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

  1,536百万円

   

２ ※１前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 

賞与引当金戻入額 87百万円

過年度費用計上超過額 88 

計 176 

２ ※１前期損益修正益の内訳は、次のとおりである。 

過年度費用計上超過額 88百万円

過年度収益計上不足額 3 

計 91 

    

３ ※２固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。 

機械装置 11百万円

３ ※２固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。 

※神保町再開発関連固定資産は、神保町再開

発事業により取得した不動産信託受益権等

を売却したものである。 

  

機械装置 22百万円

土地 22,415 

神保町再開発 

関連固定資産 
1,199 

計 23,638 

４ ※３前期損益修正損の内訳は、次のとおりである。 

過年度費用計上不足額 37百万円

過年度収益計上超過額 0 

計 37 

４ ※３前期損益修正損の内訳は、次のとおりである。 

過年度費用計上不足額 122百万円

過年度収益計上超過額 32 

計 155 

    

５ ※４固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 

機械装置 15百万円

土地 43 

計 58 

５ ※４固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。 

建物・構築物 202百万円

機械装置 35 

土地 46 

計 285 

    

―――――――― ６ ※５工事損失引当金繰入額 

工事損失引当金繰入額23,507百万円はシンガポール
地下鉄C824工区工事の崩壊事故に伴うものである。
但し、事故に係る保険金については、現在調停中で
あり、未収保険金を見積ることができないため、同
金額の計算には考慮していない。 
  



(リース取引関係) 

  

  

  
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) 

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 

  

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 7 2 4 

工具器具 
備品 

283 198 85 

車両 
運搬具 

28 10 18 

合計 319 210 108 

  

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 7 3 3 

工具器具
備品 

199 156 42 

車両
運搬具 

68 32 36 

合計 275 192 82 

   なお、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定している。 

同左 

② 未経過リース料期末残

高相当額 

１年内 53百万円

１年超 55

合計 108

１年内 34百万円

１年超 47 

合計 82 

   なお、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定

している。 

同左 

③ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

    

支払リース料 

減価償却費相当額 

  57百万円

  57百万円

  57百万円

  57百万円

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 



(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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 百万円

退職給付引当金 4,791 

販売用不動産等評価損 3,150 

減損損失 1,265 

工事損失引当金 916 

賞与引当金 566 

ゴルフ会員権評価損 530 

その他 1,150 

繰延税金資産小計 12,370 

評価性引当額 △833 

繰延税金資産合計 11,537 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △14,795 

買換資産圧縮積立金 △1,391 

繰延税金負債合計 △16,186 

繰延税金負債の純額 △4,649 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

  

繰延税金資産 百万円

工事損失引当金 9,637 

退職給付引当金繰入額 5,208 

販売用不動産等評価損 3,835 

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,404 

減損損失 1,088 

賞与引当金 631 

ゴルフ会員権評価損 522 

その他 789 

繰延税金資産小計 23,118 

評価性引当額 △683 

繰延税金資産合計 22,434 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △26,208 

退職給付信託設定益 △4,102 

買換資産圧縮積立金 △1,354 

繰延税金負債合計 △31,664 

繰延税金負債の純額 △9,230 

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             39.54％ 

   (調整) 

   永久に損金に算入されない項目        18.54 

   永久に益金に算入されない項目       △1.99 

   住民税均等割等                       8.61 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率    64.70 

  

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             39.54％ 

   (調整) 

   永久に損金に算入されない項目        17.91 

   永久に益金に算入されない項目       △1.75 

   住民税均等割等                       7.76 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率    63.46 

  



(１株当たり情報) 
  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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 650円86銭 717円47銭 

１株当たり当期純利益 9円28銭 12円69銭 

   
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 8円09銭 10円22銭 

  
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株当たり当期純利益 

当期純利益 (百万円) 2,603 3,521 

普通株主に 
帰属しない金額 

(百万円) 26 － 

(うち取締役賞与金) (百万円) 26 － 

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,577 3,521 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 277,638 277,563 

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) 46 △14 

(うち支払利息 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) 90 45 

(うち管理委託等手数料 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) 4 3 

(うち事業税 
(税額相当額調整後)) 

(百万円) △ 48 △63 

普通株式増加数 (千株) 46,612 65,555 

(うち転換社債) (千株) 25,335 12,633 

(うち新株予約権付社債) (千株) 21,276 52,922 

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 

2014年満期ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債及び2016年満期ユー
ロ円建転換社債型新株予約権付社
債。これらの概要は、「社債明細
表」及び「新株予約権等の状況」に
記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債。この概要は、「社
債明細表」及び「新株予約権等の状
況」に記載のとおり。 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
  

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 

㈱みずほフィナンシャルグループ 11,163.98 10,750

住友不動産㈱ 3,000,000 9,780

東京建物㈱ 4,075,399 5,232

㈱神戸製鋼所 9,900,251 4,425

松竹㈱ 3,288,000 3,449

㈱りそなホールディングス 7,460.194 3,021

㈱損害保険ジャパン 1,768,983 3,019

三井不動産㈱ 1,098,354 2,971

みずほ信託銀行㈱ 6,954,565 2,649

東京電力㈱ 794,375 2,331

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,237.41 2,227

㈱みずほフィナンシャルグループ優先株 2,000 2,000

㈱小松製作所 874,326 1,962

三ッ星ベルト㈱ 2,000,000 1,906

㈱肥後銀行 1,983,999 1,864

ＪＦＥホールディングス㈱ 375,786 1,784

ＪＳＲ㈱ 501,416 1,754

㈱ミレアホールディングス 690 1,607

東海旅客鉄道㈱ 1,375 1,595

㈱三井住友フィナンシャルグループ 1,188.18 1,544

四国電力㈱ 621,055 1,515

京浜急行電鉄㈱ 1,425,339 1,375

東日本旅客鉄道㈱ 1,500 1,308

旭化成㈱ 1,557,759 1,306

サッポロホールディングス㈱ 1,868,870 1,151

阪急ホールディングス㈱ 1,534,970 1,046

㈱もみじホールディングス優先株 1,000 1,000

関西電力㈱ 331,107 865

京阪電気鉄道㈱ 1,710,849 863

三菱商事㈱ 291,579 781

太平洋セメント㈱ 1,335,625 759

中部電力㈱ 243,154 717

日本原燃㈱ 66,664 666

㈱鹿児島銀行 677,978 627

中国電力㈱ 217,898 533

㈱岩手銀行 64,537 526

㈱大垣共立銀行 795,750 509

沖電気工業㈱ 1,335,000 501

九州電力㈱ 188,788 501

西日本旅客鉄道㈱ 1,000 497

㈱百十四銀行 556,538 459

㈱東京都民銀行 81,371 438

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 44,200 406

帝国繊維㈱ 600,000 390

丸紅㈱ 608,289 374

三井物産㈱ 215,977 367

古河機械金属㈱ 1,190,000 364

㈱資生堂 161,532 353

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 661,500 341

あいおい損害保険㈱ 384,431 334

㈱日本製鋼所 412,169 330

関西国際空港㈱ 6,160 308

東北電力㈱ 120,791 307

㈱グランドホテル松任 6,000 300

首都圏新都市鉄道㈱ 6,000 300

川崎重工業㈱ 700,000 289

日本金属㈱ 900,000 263

㈱七十七銀行 288,750 261

三井化学㈱ 300,000 259



  

  

【債券】 

  

  

【その他】 

  

  
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

    

大日本インキ化学工業㈱ 583,000 255

㈱クボタ 200,000 254

新立川航空機㈱ 101,030 244

大和ハウス工業㈱ 118,595 241

その他(184銘柄) 15,343,033.61 8,559

計 74,500,357.374 98,944

銘柄 券面総額
(百万円) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 満期保有 
目的の債券 

利付国債 (１銘柄) 45 45

学校法人武蔵野東学園学園債 450 450

計 495 495

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 

(優先出資証券) 
みずほ プリファード キャピタル  
(ケイマン)２リミテッド 

10 1,000 

投資信託受益証券(２銘柄) 104,089,945 218

匿名組合出資(２銘柄) ― 131

計 ― 1,350



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加の主なもの 

２ 当期減少の主なもの 

  

３ 無形固定資産については、資産総額の１％以下につき「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略

している。 

  

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 53,206 796 5,028 48,974 23,275 1,400 25,698 

 構築物 2,636 10 257 2,389 1,821 73 568 

 機械装置 8,924 170 841 8,253 6,757 309 1,495 

 車両運搬具 958 9 106 861 761 33 99 

 工具器具・備品 4,377 110 302 4,185 3,707 107 477 

 土地 35,108 3,639 5,775 32,971 － － 32,971 

 建設仮勘定 1,296 1,599 2,879 16 － － 16 

有形固定資産計 106,507 6,335 15,189 97,652 36,323 1,925 61,329 

無形固定資産               

 ソフトウェア － － － 910 812 42 98 

その他 
無形固定資産 

－ － － 677 451 130 225 

無形固定資産計 － － － 1,588 1,264 172 323 

長期前払費用 254 35 13 276 103 47 173 

繰延資産 － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

土地 神奈川県高座郡寒川町 事業用 1,685百万円 

建物 千代田区神田神保町 賃貸用 3,182百万円 

建物 渋谷区鶯谷町 賃貸用 586 

土地 千代田区神田神保町 賃貸用 2,956 

土地 渋谷区鶯谷町 賃貸用 2,668 



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式数は422,885株である。 

２ 当期減少額は、前期決算の利益処分によるものである。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は法人税法の規定による戻入額である。 

  

  

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(百万円) 23,513 － － 23,513 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式(注１) (株) (277,957,513) (－) (－) (277,957,513)

普通株式 (百万円) 23,513 － － 23,513 

計 (株) (277,957,513) (－) (－) (277,957,513)

計 (百万円) 23,513 － － 23,513 

資本準備金 
及びその他 
資本剰余金 

資本準備金 
 株式払込剰余金 

(百万円) 20,780 － － 20,780 

計 (百万円) 20,780 － － 20,780 

利益準備金 
及び任意 
積立金 

利益準備金 (百万円) 5,878 － － 5,878 

任意積立金           

 買換資産圧縮 
 積立金 (注２) 

(百万円) 2,143 － 15 2,127 

 別途積立金 (百万円) 102,775 － － 102,775 

計 (百万円) 110,797 － 15 110,781 

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(注) 7,658 11,702 774 6,884 11,702 

完成工事補償引当金 675 904 675 － 904 

賞与引当金 1,432 1,597 1,432 － 1,597 

工事損失引当金 2,317 24,375 2,317 － 24,375 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

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 

  

(注) ５月には、４月末日が金融機関休業日のため、４月末決済分(金額1,054百万円)を含んでいる。 

  

現金   452百万円  

預金      

 当座預金   42,825 

 普通預金   27,577 

 通知預金   10 

 定期預金   6,631  

 譲渡性預金   10,000  

計   87,497  

相手先 金額(百万円) 

イオン㈱ 2,382 

章栄不動産㈱ 1,595 

㈱大京 1,542 

㈱九電工 417 

大和工商リース㈱ 413 

その他 3,762 

計 10,114 

決済月別 金額(百万円) 

平成18年４月 1,261 

     ５月 2,547 

     ６月 1,590 

     ７月 2,506 

     ８月 1,120 

     ９月 以降 1,087 

計 10,114 



(ハ)完成工事未収入金 

(a) 相手先別内訳 
  

  

(b) 滞留状況 

  

(ニ)販売用不動産 

(注) この土地の内訳は次のとおりである。 

  

(ホ)未成工事支出金 
  

  

期末残高の内訳は次のとおりである。 

  

相手先 金額(百万円) 

大和ハウス工業㈱ 5,636 

国土交通省 4,286 

名取市関下土地区画整理組合 3,500 

泉町１丁目南地区市街地再開発組合 3,313 

イオン㈱ 1,768 

その他 83,070 

計 101,574 

平成18年３月  計上額 82,230百万円

平成17年３月以前計上額 19,344 

計 101,574 

販売用土地 7,824百万円

販売用建物 8,200 

計 16,024 

九州地区 161,001.36㎡ 2,437百万円 

関東地区 614,121.56 2,376  

東北地区 43,948.40 965  

その他の地区 83,988.04 2,044  

計 903,059.36 7,824  

期首残高 
(百万円) 

当期支出金 
(百万円) 

売上原価への振替額
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

219,695 408,025 401,391 226,329 

材料費 46,541百万円

労務費 2,742  

外注費 136,360  

経費 40,685  

計 226,329  



(ヘ)不動産事業等支出金 

  

  

(ト)材料貯蔵品 

  

  

項目 金額(百万円) 

   素材支出金 2,549 

   建設工事支出金 163 

   その他 801 

計 3,515 

項目 金額(百万円) 

   材料貯蔵品 3,628 

   その他 168 

計 3,797 



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 
  

  

(ハ) 未成工事受入金 

  

(注) 損益計算書の売上合計446,047百万円と上記売上高への振替額365,403百万円との差額80,644百万円は完成工事未収入金当期

計上額78,553百万円と過年度精算工事の契約額修正による増加額2,090百万円との合計額である。 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項なし。 

  

相手先 金額(百万円) 

㈱野佐和商会 2,287 

東海興業㈱ 731 

㈱西松ビルサービス 617 

丸紅建材リース㈱ 571 

伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ 551 

その他 23,355 

計 28,113 

決済月別 金額(百万円) 

平成18年４月 7,511 

     ５月 6,834 

     ６月 5,705 

     ７月 以降 8,062 

計 28,113 

相手先 金額(百万円) 

㈱西松ビルサービス 881 

㈱野佐和商会 713 

㈱こあ 641 

㈱大阪砕石工業所 484 

ライト工業㈱ 368 

その他 111,188 

計 114,276 

期首残高 
(百万円) 

当期受入額 
(百万円) 

売上高への振替額
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

168,811 354,809 365,403 158,217 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

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 
10,000株券、5,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満の株数を表示し
た株券 

中間配当基準日 なし 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

  取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 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 新株券一枚につき印紙税相当額 

株券喪失登録   

  株券喪失登録申請料 １件につき10,000円 

  株券登録料 株券１枚につき500円(いずれも消費税別) 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

  取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める額 

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞 

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、親会社等がない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条第１

項各号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  

(１) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第68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日提出 

  

(２) 半期報告書 

事業年度 第69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21日提出 

  

  



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30日

西松建設株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

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」に掲げられている西松建

設株式会社の平成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、西

松建設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 
  

監査法人   芹沢会計事務所 

代表社員  公認会計士  芹  沢  英 之 介  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 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30日

西松建設株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

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」に掲げられている西松建

設株式会社の平成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、西

松建設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。 

  

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 
  

  

監査法人   芹沢会計事務所 

代 表 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 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30日

西松建設株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

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」に掲げられている西松建

設株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第68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、西松建

設株式会社の平成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 
  

監査法人  芹沢会計事務所 

代表社員  公認会計士  芹  沢  英 之 介  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 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30日

西松建設株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

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」に掲げられている西松建

設株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第69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、西松建

設株式会社の平成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 
  

  

監査法人   芹沢会計事務所 

代 表 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 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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