
■ 連結貸借対照表（平成30年３月31日現在） （単位：百万円）

資産の部 負債の部
流動資産 279,802 流動負債 207,827

現金預金 80,597 支払手形・工事未払金等 88,499
受取手形・完成工事未収入金等 135,438 短期借入金 25,496
有価証券 20,029 未払法人税等 3,723
販売用不動産 7,400 未成工事受入金 29,657
未成工事支出金 12,449 賞与引当金 7,371
その他のたな卸資産 1,669 完成工事補償引当金 4,089
繰延税金資産 5,846 工事損失引当金 444
その他 17,442 預り金 23,324
貸倒引当金 △1,071 その他 25,221

固定資産 284,191 固定負債 106,772
有形固定資産 95,386 社債 20,000

建物・構築物 17,067 長期借入金 29,979
機械、運搬具及び工具器具備品 4,445 繰延税金負債 23,023
土地 71,670 再評価に係る繰延税金負債 7,272
リース資産 91 役員退職慰労引当金 170
建設仮勘定 2,111 役員株式給付引当金 120

無形固定資産 8,942 関係会社整理損失引当金 104
のれん 658 退職給付に係る負債 21,872
その他 8,284 資産除去債務 1,089

投資その他の資産 179,862 その他 3,139
投資有価証券 174,775 負債合計 314,600
長期貸付金 489 純資産の部
退職給付に係る資産 1,484 株主資本 175,582
繰延税金資産 323 資本金 23,001
その他 3,051 資本剰余金 25,681
貸倒引当金 △262 利益剰余金 136,336

自己株式 △9,437
その他の包括利益累計額 70,734

その他有価証券評価差額金 66,969
繰延ヘッジ損益 △3
土地再評価差額金 5,676
為替換算調整勘定 △658
退職給付に係る調整累計額 △1,249

非支配株主持分 3,078
純資産合計 249,394

資産合計 563,994 負債純資産合計 563,994

連結計算書類



■ 連結損益計算書（自 平成29年４月１日　至 平成30年３月31日）  （単位：百万円）

売上高
完成工事高 414,177
投資開発事業等売上高 14,848 429,026

売上原価
完成工事原価 358,408
投資開発事業等売上原価 10,276 368,684

売上総利益
完成工事総利益 55,769
投資開発事業等総利益 4,572 60,341

販売費及び一般管理費 29,878
営業利益 30,463

営業外収益
受取利息 318
受取配当金 2,755
保険配当金 240
その他 334 3,649

営業外費用
支払利息 823
支払手数料 109
その他 142 1,075
経常利益 33,037

特別利益
固定資産売却益 24
投資有価証券売却益 2,991
その他 268 3,284

特別損失
固定資産廃棄損 452
その他 35 488
税金等調整前当期純利益 35,834
法人税、住民税及び事業税 4,985
法人税等調整額 5,302 10,288
当期純利益 25,545
非支配株主に帰属する当期純利益 90
親会社株主に帰属する当期純利益 25,455



■ 連結株主資本等変動計算書（自 平成29年４月１日　至 平成30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 23,001 25,682 116,816 △8,233 157,267

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △4,612 △4,612
親会社株主に帰属する
当期純利益 25,455 25,455

自己株式の処分 △1,321 1,326 4

自己株式の取得 △2,530 △2,530

自己株式処分差損の振替 1,321 △1,321 ―
連結子会社の増資による
持分の増減 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 ― △0 19,520 △1,204 18,315

当期末残高 23,001 25,681 136,336 △9,437 175,582

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

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 63,513 1 5,676 △542 △1,957 66,691 2,937 226,895

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △4,612
親会社株主に帰属する
当期純利益 25,455

自己株式の処分 4

自己株式の取得 △2,530

自己株式処分差損の振替 ―
連結子会社の増資による
持分の増減 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 3,455 △5 ― △116 708 4,042 140 4,183

連結会計年度中の変動額合計 3,455 △5 ― △116 708 4,042 140 22,499

当期末残高 66,969 △3 5,676 △658 △1,249 70,734 3,078 249,394

連 結 計 算 書 類




