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(百万円未満切捨て)
１．2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 31,689 △13.2 1,006 △34.6 1,013 △35.1 651 △42.0

2020年3月期 36,494 26.6 1,538 129.4 1,562 130.4 1,123 142.2

(注) 包括利益 2021年3月期 654 百万円 ( △41.6％) 2020年3月期 1,120 百万円 (141.7％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 42.02 ― 4.6 3.8 3.2

2020年3月期 72.43 ― 8.3 5.9 4.2

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 ― 百万円 2020年3月期 ― 百万円

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 25,199 14,396 57.1 928.06

2020年3月期 28,488 14,019 49.2 904.03

(参考) 自己資本 2021年3月期 14,396百万円 2020年3月期 14,019百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 194 △109 △357 9,524

2020年3月期 347 △169 233 9,797

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 279 24.9 2.1

2021年3月期 ― ― ― 13.00 13.00 201 30.9 1.4

2022年3月期(予想) ― ― ― 13.00 13.00 36.7

（注） 2020年3月期期末配当金の内訳 普通配当 13円00銭 記念配当 5円00銭（創業100周年記念配当）

３．2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 31,100 △1.9 920 △8.5 900 △11.2 550 △15.5 35.46



※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年3月期 15,521,233 株 2020年3月期 15,521,233 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 9,001 株 2020年3月期 13,743 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 15,510,773 株 2020年3月期 15,507,504 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 26,636 △13.0 652 △41.4 779 △37.0 540 △45.2

2020年3月期 30,604 29.6 1,112 253.7 1,236 170.5 987 146.1
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 34.85 ―

2020年3月期 63.67 ―

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 22,388 12,561 56.1 809.79

2020年3月期 25,344 12,295 48.5 792.89

(参考) 自己資本 2021年3月期 12,561百万円 　2020年3月期 12,295百万円

　

２．2022年3月期の個別業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 26,450 △0.7 580 △11.0 660 △15.3 400 △25.9 25.79

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料3ページ「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響および国内における再拡大に

対して繰り返し発出された緊急事態宣言が経済活動に大きく影響を及ぼし、景気は先行き不透明な状況で推移しており

ます。

　建設業界におきましては、公共建設投資は比較的堅調に推移しているものの、民間設備投資は新型コロナウイルス感

染症の拡大防止に伴う経済活動の自粛の影響、加えて消費増税の反動減の影響もあり、依然として厳しい経営環境とな

りました。

　当社グループはこのような状況下、受注の獲得と利益の向上に全力で取組んでまいりました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は、土木関連104億6千万円(前期比1.9％減)、建築関連187

億8千9百万円(前期比49.8％増)、兼業事業3億5千8百万円(前期比12.6％減)となり、合計で前期と比べ59億8千9百万円増

加し296億8百万円(前期比25.4％増)となりました。

　売上高は、土木関連137億2千3百万円(前期比9.4％増)、建築関連176億6百万円(前期比25.2％減)、兼業事業3億5千8百

万円(前期比12.6％減)となり、合計で前期と比べ48億4百万円減少し316億8千9百万円(前期比13.2％減)となりました。

　繰越高は、土木関連75億5千7百万円(前期比30.2％減)、建築関連99億4千1百万円(前期比13.5％増)となり、合計で前

期と比べ20億8千万円減少し174億9千9百万円(前期比10.6％減)となりました。

　営業利益は、売上高の減少や不採算工事の完成等により、前期に比べ5億3千2百万円減少し10億6百万円(前期比34.6％

減)となりました。

　経常利益は、前期に比べ5億4千9百万円減少し10億1千3百万円(前期比35.1％減)となりました。

　親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産除却損2千9百万円の計上などもあり、前期と比べ4億7千1百万円減少し

6億5千1百万円(前期比42.0％減)となりました。

　当社の業績につきましては、受注高は土木関連95億5千6百万円(前期比2.9％増)、建築関連145億6千7百万円(前期比

76.8％増)、兼業事業3億4千5百万円(前期比16.4％減)となり、合計で前期と比べ65億2千6百万円増加し244億7千万円(前

期比36.4％増)となりました。また、工事関係の受注高の工事別比率は、土木関連39.6％、建築関連60.4％であり、発注

者別比率では、官公庁工事49.4％、民間工事50.6％であります。

　売上高は、土木関連126億6千2百万円(前期比12.7％増)、建築関連136億2千8百万円(前期比28.1％減)、兼業事業3億4

千5百万円(前期比16.4％減)となり、合計で前期と比べ39億6千8百万円減少し266億3千6百万円(前期比13.0％減)となり

ました。また、工事関係の売上高の工事別比率は、土木関連48.2％、建築関連51.8％であり、発注者別比率では、官公

庁工事55.0％、民間工事45.0％であります。

　繰越高は、土木関連74億5千7百万円(前期比29.4％減)、建築関連90億3千5百万円(前期比11.6％増)となり、合計で前

期と比べ21億6千5百万円減少し164億9千3百万円(前期比11.6％減)となりました。また、繰越高の工事別比率は、土木関

連45.2％、建築関連54.8％であり、発注者別比率では、官公庁工事57.5％、民間工事42.5％であります。

　営業利益は、連結と同様の理由により、前期に比べ4億6千万円減少し6億5千2百万円(前期比41.4％減)となりました。

　経常利益は、前期に比べ4億5千7百万円減少し7億7千9百万円(前期比37.0％減)となりました。

　当期純利益は、固定資産除却損2千9百万円の計上などもあり、前期に比べ4億4千6百万円減少し5億4千万円(前期比

45.2％減)となりました。

セグメントの連結業績を示すと、次のとおりであります。

（土木関連）

　土木関連の受注高は、前期に比べ2億4百万円減少し104億6千万円（前期比1.9％減)となりました。売上高は、前期に

比べ11億7千7百万円増加し137億2千3百万円（前期比9.4％増)となり、売上総利益は、前期に比べ2千4百万円減少し12億

1千1百万円（前期比2.0％減）となりました。
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　（建築関連）

　建築関連の受注高は、前期に比べ62億4千5百万円増加し187億8千9百万円（前期比49.8％増)となりました。売上高は、

前期に比べ59億3千1百万円減少し176億6百万円（前期比25.2％減)となり、売上総利益は、前期に比べ5億6千9百万円減

少し11億6百万円（前期比34.0％減）となりました。

　（兼業事業）

　兼業事業の受注高は、前期に比べ5千1百万円減少し3億5千8百万円（前期比12.6％減)となりました。売上高は、前期

に比べ5千1百万円減少し3億5千8百万円（前期比12.6％減)となり、売上総利益は、前期に比べ7百万円減少し1億1千7百

万円（前期比5.8％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

　資産、負債及び純資産の状況

［資 産］

　当連結会計年度末の総資産は、完成工事未収入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ32億8千9百万円減少し251

億9千9百万円（前期比11.5％減）となりました。

［負 債］

　当連結会計年度末の負債総額は、工事未払金の減少等により、前連結会計年度末に比べ36億6千6百万円減少し108億2

百万円（前期比25.3％減）となりました。

［純資産］

　当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益6億5千1百万円を計上したこと等により、前連結会計

年度末に比べ3億7千6百万円増加し143億9千6百万円（前期比2.7％増）となりました。

　自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ7.9ポイント増加し57.1％となっております。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における「現金及び現金同等物期末残高」は、前連結会計年度末に比べ2億7千3百万円減少し95億2千

4百万円（前期比2.8％減）となりました。

　各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。

　[営業活動によるキャッシュ・フロー]

　営業活動の結果得られた資金は、1億9千4百万円（前期比44.1％減）となりました。

　収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益9億8千5百万円及び売上債権の減少26億2千1百万円、支出の主な内訳は、

仕入債務の減少29億7千7百万円であります。

　[投資活動によるキャッシュ・フロー]

　投資活動の結果使用した資金は、前期に比べ5千9百万円減少し1億9百万円（前期比35.1％減）となりました。

　これは主に、投資有価証券の取得等によるものであります。

　[財務活動によるキャッシュ・フロー]

　財務活動の結果使用した資金は、3億5千7百万円（前期は2億3千3百万円の収入）となりました。

　これは主に、配当金の支払、社債の償還等によるものであります。

（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が、国内外の経済活動に大きく影響を及

ぼし、先行きの不透明感が増しております。

　建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移するものの、民間設備投資は新型コロナウイルスの影響が懸念され、

また建設技術者・技能労働者の担い手確保、労務・原材料価格の上昇懸念など不透明な状況が続くものと予測されま

す。
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　このような状況の中、当社グループは「中期経営計画（2020～2022期）」の以下の方針に基づき、事業を行ってまい

ります。

　 ①安定的な受注と利益の確保

　 ②提案型営業・設計施工の推進

　 ③働き方改革の推進

　 ④優秀な人材の採用と育成

　業績の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、営業活動の縮小、民間設備投資の抑制

などが顕在化し、工事受注量の減少等が見込まれます。

　しかしながら、老朽化した社会インフラの改修・整備、各地の災害復旧（国土強靭化）に関する工事が見込まれるこ

となどを前提に、一定の考え方に基づき算定いたしました。

2022年3月期の連結・個別の業績予想につきましては、下記のとおり予想しております。

　〔連結業績予想〕 （単位：百万円）

通 期

2022/3期予想 2021/3期実績 増減率（％）

売上高 31,100 31,689 △1.9

営業利益 920 1,006 △8.5

経常利益 900 1,013 △11.2

親会社株主に帰属する当期純利益 550 651 △15.5

1株当たり当期純利益（円） 35.46 42.02 ―

受注高 31,100 29,608 5.0

〔個別業績予想〕 （単位：百万円）

通 期

2022/3期予想 2021/3期実績 増減率（％）

売上高 26,450 26,636 △0.7

営業利益 580 652 △11.0

経常利益 660 779 △15.3

当期純利益 400 540 △25.9

1株当たり当期純利益（円） 25.79 34.85 ―

受注高 26,950 24,470 10.1

（注）１株当たり当期純利益の予想数値については、2021年3月31日現在の発行済株式数等にて算出しております。

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　今後、業績予想修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応してい

く方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,877 9,604

受取手形 37 54

完成工事未収入金 12,885 10,242

売掛金 84 88

未成工事支出金 24 1

材料貯蔵品 85 85

未収入金 491 183

その他 48 50

流動資産合計 23,534 20,311

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,015 3,777

減価償却累計額 △3,031 △2,885

建物及び構築物（純額） 984 892

機械装置及び運搬具 459 452

減価償却累計額 △288 △302

機械装置及び運搬具（純額） 170 149

工具、器具及び備品 317 314

減価償却累計額 △265 △271

工具、器具及び備品（純額） 52 42

土地 2,883 2,883

その他 134 129

減価償却累計額 △58 △67

その他（純額） 76 61

有形固定資産合計 4,166 4,029

無形固定資産

ソフトウエア 5 4

電話加入権 31 31

その他 133 126

無形固定資産合計 170 161

投資その他の資産

投資有価証券 358 460

破産更生債権等 36 42

繰延税金資産 199 179

その他 58 56

貸倒引当金 △36 △42

投資その他の資産合計 616 696

固定資産合計 4,953 4,887

資産合計 28,488 25,199

　

佐田建設㈱(1826)2021年３月期 決算短信

― 5 ―



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 3,407 2,559

工事未払金 6,006 3,943

買掛金 102 96

短期借入金 220 232

1年内償還予定の社債 130 480

未払金 140 81

未払法人税等 212 210

未成工事受入金 1,262 938

未払消費税等 - 86

完成工事補償引当金 39 48

賞与引当金 426 402

役員賞与引当金 14 11

工事損失引当金 55 37

債務保証損失引当金 89 83

その他 478 142

流動負債合計 12,586 9,354

固定負債

社債 1,270 790

長期借入金 - 52

長期未払金 4 3

再評価に係る繰延税金負債 445 445

退職給付に係る負債 95 105

その他 66 51

固定負債合計 1,882 1,448

負債合計 14,468 10,802

純資産の部

株主資本

資本金 1,886 1,886

資本剰余金 2,048 2,048

利益剰余金 9,125 9,497

自己株式 △5 △3

株主資本合計 13,053 13,427

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1 0

土地再評価差額金 967 967

その他の包括利益累計額合計 965 968

純資産合計 14,019 14,396

負債純資産合計 28,488 25,199
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

売上高

完成工事高 36,083 31,330

兼業事業売上高 410 358

売上高合計 36,494 31,689

売上原価

完成工事原価 33,170 29,012

兼業事業売上原価 330 288

売上原価合計 33,501 29,300

売上総利益

完成工事総利益 2,912 2,318

兼業事業総利益 79 70

売上総利益合計 2,992 2,388

販売費及び一般管理費 1,454 1,382

営業利益 1,538 1,006

営業外収益

受取利息及び配当金 1 2

貸倒引当金戻入額 31 -

保険配当金 4 4

不動産賃貸料 5 5

その他 10 6

営業外収益合計 53 18

営業外費用

支払利息 8 7

社債発行費 19 -

その他 2 3

営業外費用合計 29 11

経常利益 1,562 1,013

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 - 29

投資有価証券評価損 7 -

減損損失 91 -

特別損失合計 98 29

税金等調整前当期純利益 1,463 985

法人税、住民税及び事業税 226 314

法人税等調整額 114 18

法人税等合計 340 333

当期純利益 1,123 651

親会社株主に帰属する当期純利益 1,123 651
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当期純利益 1,123 651

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 2

その他の包括利益合計 △3 2

包括利益 1,120 654

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,120 654
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,886 2,048 8,207 △5 12,136

当期変動額

剰余金の配当 △201 △201

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,123 1,123

自己株式の取得 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 ―

土地再評価差額金の

取崩
△4 △4

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 917 △0 917

当期末残高 1,886 2,048 9,125 △5 13,053

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1 962 964 ― 13,100

当期変動額

剰余金の配当 △201

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,123

自己株式の取得 △0

譲渡制限付株式報酬 ―

土地再評価差額金の

取崩
4 4 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3 △3 △3

当期変動額合計 △3 4 1 ― 918

当期末残高 △1 967 965 ― 14,019
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,886 2,048 9,125 △5 13,053

当期変動額

剰余金の配当 △279 △279

親会社株主に帰属す

る当期純利益
651 651

自己株式の取得 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 △0 2 2

土地再評価差額金の

取崩
―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △0 372 2 374

当期末残高 1,886 2,048 9,497 △3 13,427

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △1 967 965 ― 14,019

当期変動額

剰余金の配当 △279

親会社株主に帰属す

る当期純利益
651

自己株式の取得 △0

譲渡制限付株式報酬 2

土地再評価差額金の

取崩
―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

2 2 2

当期変動額合計 2 ― 2 ― 376

当期末残高 0 967 968 ― 14,396
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,463 985

減価償却費 137 131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △380 6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 140 △23

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14 △2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △67 △18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △6 △6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1 10

破産更生債権等の増減額（△は増加） 367 △6

受取利息及び受取配当金 △1 △2

支払利息 8 7

社債発行費 19 -

固定資産除却損 - 29

投資有価証券評価損益（△は益） 7 -

減損損失 91 -

売上債権の増減額（△は増加） △3,665 2,621

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1 23

たな卸資産の増減額（△は増加） 2 0

仕入債務の増減額（△は減少） 2,648 △2,977

未成工事受入金の増減額（△は減少） △555 △323

その他 160 19

小計 391 482

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △7 △8

法人税等の支払額 △37 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー 347 194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 80 -

有形固定資産の取得による支出 △181 △4

有形固定資産の売却による収入 62 1

無形固定資産の取得による支出 △134 △5

投資有価証券の取得による支出 - △100

その他 4 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △169 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △50 -

長期借入れによる収入 - 100

長期借入金の返済による支出 △32 △36

社債の発行による収入 630 -

社債の償還による支出 △100 △130

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △202 △279

その他 △13 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 233 △357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411 △273

現金及び現金同等物の期首残高 9,386 9,797

現金及び現金同等物の期末残高 9,797 9,524
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は本社に土木・建築別の事業本部を置き、国内各支店等の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

また、経営管理を充実させる観点から、管理体制は「土木関連」、「建築関連」及び「兼業事業」の３つの区分

としております。

なお、「土木関連」は土木工事全般、「建築関連」は建築工事全般、「兼業事業」はアスファルト合材の販売な

どを行っております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。

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

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

調整額
（注１）

連結損益計算書
計上額（注２）土木関連 建築関連 兼業事業 計

売上高

外部顧客への売上高 12,546 23,537 410 36,494 36,494 ― 36,494

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 265 265 265 △265 ―

計 12,546 23,537 675 36,759 36,759 △265 36,494

セグメント利益 1,236 1,676 124 3,037 3,037 △45 2,992

その他の項目
減価償却費 ― ― 58 58 58 ― 58

(注)１.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去45百万円であります。

　 ２.セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と差異調整を行っております。

　 ３.当社グループは、報告セグメントに資産を配分しておりません。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

調整額
（注１）

連結損益計算書
計上額（注２）土木関連 建築関連 兼業事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,723 17,606 358 31,689 31,689 ― 31,689

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 263 263 263 △263 ―

計 13,723 17,606 622 31,952 31,952 △263 31,689

セグメント利益 1,211 1,106 117 2,435 2,435 △46 2,388

その他の項目
減価償却費 ― ― 54 54 54 ― 54

(注)１.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去46百万円であります。

　 ２.セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益と差異調整を行っております。

　 ３.当社グループは、報告セグメントに資産を配分しておりません。
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４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントに配分していない全社資産において、売却予定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として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当連結会計年度において91百万円であります。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

該当事項はありません

(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

項目
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

(1) １株当たり純資産額 904.03円 928.06円

　(算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 14,019百万円 14,396百万円

普通株式に係る純資産額 14,019百万円 14,396百万円

差額の主な内訳

　非支配株主持分 ―百万円 ―百万円

普通株式の発行済株式数 15,521千株 15,521千株

普通株式の自己株式数 13千株 9千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数

15,507千株 15,512千株

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 72.43円 42.02円

　(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する当期純利益金額 1,123百万円 651百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
利益金額

1,123百万円 651百万円

普通株式の期中平均株式数 15,507千株 15,510千株

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,921 7,646

受取手形 12 12

完成工事未収入金 11,660 9,315

売掛金 79 100

未成工事支出金 23 5

材料貯蔵品 16 16

前払費用 17 17

未収入金 474 198

その他 44 18

流動資産合計 20,251 17,332

固定資産

有形固定資産

建物 3,734 3,501

減価償却累計額 △2,799 △2,652

建物（純額） 935 848

構築物 170 166

減価償却累計額 △142 △141

構築物（純額） 28 25

機械及び装置 243 243

減価償却累計額 △230 △233

機械及び装置（純額） 12 10

工具、器具及び備品 174 171

減価償却累計額 △134 △132

工具、器具及び備品（純額） 40 38

土地 2,717 2,717

その他 38 32

減価償却累計額 △21 △16

その他（純額） 16 15

有形固定資産合計 3,751 3,655

無形固定資産

ソフトウエア 5 4

電話加入権 29 29

その他 5 8

無形固定資産合計 40 42
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 357 459

関係会社株式 657 657

長期貸付金 80 60

破産更生債権等 34 41

長期前払費用 2 0

繰延税金資産 171 149

その他 32 32

貸倒引当金 △34 △41

投資その他の資産合計 1,301 1,358

固定資産合計 5,093 5,055

資産合計 25,344 22,388

負債の部

流動負債

支払手形 3,407 2,559

工事未払金 5,013 3,319

買掛金 86 83

短期借入金 220 232

1年内償還予定の社債 130 480

未払金 62 51

未払費用 72 81

未払法人税等 169 194

未成工事受入金 1,208 936

未払消費税等 - 36

預り金 8 7

完成工事補償引当金 38 47

賞与引当金 370 339

役員賞与引当金 14 11

工事損失引当金 55 34

債務保証損失引当金 89 83

その他 365 21

流動負債合計 11,313 8,520

固定負債

社債 1,270 790

長期借入金 - 52

長期未払金 4 3

再評価に係る繰延税金負債 445 445

その他 14 15

固定負債合計 1,735 1,306

負債合計 13,048 9,827
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,886 1,886

資本剰余金

資本準備金 1,940 1,940

その他資本剰余金 65 65

資本剰余金合計 2,005 2,005

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 7,443 7,705

利益剰余金合計 7,443 7,705

自己株式 △5 △3

株主資本合計 11,329 11,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 0

土地再評価差額金 967 967

評価・換算差額等合計 965 968

純資産合計 12,295 12,561

負債純資産合計 25,344 22,388
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

売上高

完成工事高 30,191 26,290

兼業事業売上高 413 345

売上高合計 30,604 26,636

売上原価

完成工事原価 28,029 24,619

兼業事業売上原価 323 282

売上原価合計 28,353 24,902

売上総利益

完成工事総利益 2,161 1,670

兼業事業総利益 89 62

売上総利益合計 2,251 1,733

販売費及び一般管理費

役員報酬 38 38

役員賞与引当金繰入額 14 11

株式報酬費用 - 1

従業員給料手当 431 389

賞与引当金繰入額 76 85

退職給付費用 12 12

法定福利費 90 79

福利厚生費 27 29

修繕維持費 8 22

事務用品費 23 21

通信交通費 42 32

動力用水光熱費 38 34

広告宣伝費 4 3

交際費 3 7

寄付金 1 2

地代家賃 36 40

減価償却費 75 73

租税公課 84 88

雑費 126 107

販売費及び一般管理費合計 1,138 1,081

営業利益 1,112 652

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 90 103

貸倒引当金戻入額 27 -

不動産賃貸料 22 19

雑収入 9 9

営業外収益合計 151 134

営業外費用

支払利息 6 6

社債発行費 19 -

雑損失 2 1

営業外費用合計 27 7

経常利益 1,236 779
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 - 29

投資有価証券評価損 7 -

減損損失 91 -

特別損失合計 98 29

税引前当期純利益 1,137 749

法人税、住民税及び事業税 60 188

法人税等調整額 90 20

法人税等合計 150 208

当期純利益 987 540
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,886 1,940 65 2,005 6,662 6,662

当期変動額

剰余金の配当 △201 △201

当期純利益 987 987

自己株式の取得

譲渡制限付株式報酬

土地再評価差額金の

取崩
△4 △4

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 781 781

当期末残高 1,886 1,940 65 2,005 7,443 7,443

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △5 10,548 1 962 964 11,513

当期変動額

剰余金の配当 △201 △201

当期純利益 987 987

自己株式の取得 △0 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 ― ―

土地再評価差額金の

取崩
△4 4 4 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3 △3 △3

当期変動額合計 △0 781 △3 4 1 782

当期末残高 △5 11,329 △1 967 965 12,295
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,886 1,940 65 2,005 7,443 7,443

当期変動額

剰余金の配当 △279 △279

当期純利益 540 540

自己株式の取得

譲渡制限付株式報酬 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △0 △0 261 261

当期末残高 1,886 1,940 65 2,005 7,705 7,705

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △5 11,329 △1 967 965 12,295

当期変動額

剰余金の配当 △279 △279

当期純利益 540 540

自己株式の取得 △0 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 2 2 2

土地再評価差額金の

取崩
― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

2 2 2

当期変動額合計 2 263 2 ― 2 265

当期末残高 △3 11,593 0 967 968 12,561
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５.　その他

（１）生産、受注及び販売の状況

連結　：　受注・完成・繰越工事高及び兼業事業比較

金　額 構成比 金　額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

10,664 45.9 10,460 35.8 △ 204 △ 1.9

12,544 54.1 18,789 64.2 6,245 49.8

23,208 100.0 29,249 100.0 6,040 26.0

12,546 34.8 13,723 43.8 1,177 9.4

23,537 65.2 17,606 56.2 △ 5,931 △ 25.2

36,083 100.0 31,330 100.0 △ 4,753 △ 13.2

10,821 55.3 7,557 43.2 △ 3,263 △ 30.2

8,758 44.7 9,941 56.8 1,183 13.5

19,579 100.0 17,499 100.0 △ 2,080 △ 10.6

百万円 百万円 百万円 ％

410 358 △ 51 △ 12.6

410 358 △ 51 △ 12.6

百万円 百万円 百万円 ％

23,619 29,608 5,989 25.4

36,494 31,689 △ 4,804 △ 13.2

19,579 17,499 △ 2,080 △ 10.6

工 事 関 係

受 注 高

完 成 高

受
注
工
事
高

土木関連

建築関連

合計

土木関連

建築関連

完
成
工
事
高

土木関連

建築関連

合計

合計

兼 業 事 業

繰
越
工
事
高

増減金額 前 期 比
2020年3月期 2021年3月期

前連結会計年度 当連結会計年度
連　結

受 注 高

完 成 高

合 計

繰 越 高
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個別　：　受注・完成・繰越工事高及び兼業事業比較

金　額 構成比 金　額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

官庁 8,085 8,736 651 8.1

民間 1,204 819 △ 384 △ 31.9

合計 9,289 53.0 9,556 39.6 266 2.9

官庁 1,495 3,184 1,688 112.9

民間 6,745 11,383 4,638 68.8

合計 8,240 47.0 14,567 60.4 6,327 76.8

官庁 9,581 54.7 11,921 49.4 2,340 24.4

民間 7,949 45.3 12,203 50.6 4,253 53.5

合計 17,530 100.0 24,124 100.0 6,593 37.6

官庁 9,376 12,040 2,664 28.4

民間 1,856 621 △ 1,234 △ 66.5

合計 11,232 37.2 12,662 48.2 1,430 12.7

官庁 7,520 2,431 △ 5,089 △ 67.7

民間 11,438 11,196 △ 241 △ 2.1

合計 18,959 62.8 13,628 51.8 △ 5,330 △ 28.1

官庁 16,896 56.0 14,471 55.0 △ 2,425 △ 14.4

民間 13,294 44.0 11,818 45.0 △ 1,475 △ 11.1

合計 30,191 100.0 26,290 100.0 △ 3,900 △ 12.9

官庁 10,190 6,886 △ 3,303 △ 32.4

民間 372 570 198 53.2

合計 10,563 56.6 7,457 45.2 △ 3,105 △ 29.4

官庁 1,838 2,590 752 41.0

民間 6,258 6,444 186 3.0

合計 8,096 43.4 9,035 54.8 939 11.6

官庁 12,028 64.5 9,477 57.5 △ 2,550 △ 21.2

民間 6,630 35.5 7,015 42.5 384 5.8

合計 18,659 100.0 16,493 100.0 △ 2,165 △ 11.6

百万円 百万円 百万円 ％

413 345 △ 67 △ 16.4

413 345 △ 67 △ 16.4

百万円 百万円 百万円 ％

17,944 24,470 6,526 36.4

30,604 26,636 △ 3,968 △ 13.0

18,659 16,493 △ 2,165 △ 11.6

2020年3月期 2021年3月期

前事業年度 当事業年度
個　別

建築関連

合計

工 事 関 係

受
注
工
事
高

繰 越 高

合 計

受 注 高

増減金額 前 期 比

土木関連

建築関連

合計

兼 業 事 業

受 注 高

完 成 高

繰
越
工
事
高

土木関連

建築関連

合計

完
成
工
事
高

土木関連

完 成 高
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（２）役員の異動

（取締役）

（1）新任取締役候補者（2021年6月25日開催予定の定時株主総会において選任の予定）

（新役職予定） （氏名） （現役職名）

取締役　建築本部長 中尾　信芳 執行役員　建築本部首都圏建築部長

（2）退任予定取締役（2021年6月25日開催予定の定時株主総会をもって退任の予定）

（現役職名） （氏名） （新役職予定）

取締役　建築本部長 柳下　憲司 顧問

（監査役）

　　該当事項はありません。

（執行役員）

（1）新任執行役員候補者（2021年6月25日就任予定）

（新役職予定） （氏名） （現役職名）

執行役員　建築本部首都圏建築部長 稲垣　三也 建築本部首都圏建築部工事部長

執行役員　本店長 　寺澤　伸二　 本店長

執行役員　管理本部財務部長 堀内　金弘 管理本部財務部長

（2）退任予定執行役員　（2021年6月25日退任予定）

（現役職名） （氏名） （新役職予定）

執行役員　建築本部設備部長 松﨑　尚一 顧問

執行役員　建築本部首都圏建築部長 中尾　信芳 取締役　建築本部長

（3）役職の異動（2021年6月25日就任予定）

（新役職予定） （氏名） （現役職名）

常務執行役員　東京支店長兼首都圏担当 狩野　純公 執行役員　東京支店長
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【ご参考】（2021年6月25日開催予定の定時株主総会日以降の体制）

（取締役）

役　名　・　職　名 （氏名）

代表取締役社長 土屋　三幸

取締役　管理本部長 中村　和夫

取締役　営業本部長 赤石　和弘

取締役　土木本部長 星野　克行

取締役　経営企画室長 荒井　清彦

取締役　建築本部長 中尾　信芳

取締役（社外） 林 章

取締役（社外） 富岡　政明

（監査役）

役　名　・　職　名 （氏名）

監査役（常勤） 渡邊　秀幸

監査役（社外） 丸山　和貴

監査役（社外） 木部　和雄

監査役（社外） 増田　順一

（執行役員）

役　名　・　職　名 （氏名）

常務執行役員　東京支店長兼首都圏担当 狩野　純公

執行役員　土木本部首都圏土木部長 能野　浩二

執行役員　さいたま支店長 中村　賢市

執行役員　土木本部統括部長 中島　克仁

執行役員　建築本部統括部長 吉井　研治

執行役員　大阪支店長 鈴木　治彦

執行役員　栃木支店長 松本　　勉

執行役員　建築本部首都圏建築部長 稲垣　三也

執行役員　本店長 　寺澤　伸二　

執行役員　管理本部財務部長 堀内　金弘
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