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（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７月期 4,954 △4.5 325 △39.8 313 △38.9 243 △27.9

2020年７月期 5,187 △13.2 540 24.5 512 11.9 337 114.2

（注）包括利益 2021年７月期 243百万円 （△27.9％） 2020年７月期 337百万円（114.2％）

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７月期 16.39 16.05 5.8 3.5 6.6

2020年７月期 22.74 22.40 8.5 5.9 10.4

（参考）持分法投資損益 2021年７月期 －百万円 2020年７月期 －百万円

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７月期 8,854 4,303 47.8 284.77

2020年７月期 9,145 4,142 44.7 275.41

（参考）自己資本 2021年７月期 4,231百万円 2020年７月期 4,085百万円

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７月期 334 △150 △244 2,295

2020年７月期 189 △49 289 2,354

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７月期 － 0.00 － 7.00 7.00 103 30.8 2.6

2021年７月期 － 0.00 － 7.00 7.00 104 42.8 2.5

2022年７月期（予想） － 0.00 － 5.00 5.00 30.8

１．2021年７月期の連結業績（2020年８月１日～2021年７月31日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）2021年７月期における一株当たり期末配当金については、５円から７円に変更しております。詳細については、本
日（2021年９月14日）公表いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。



（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期（累計） 2,228 － 90 － 87 － 66 － 4.49

通期 5,586 － 325 － 310 － 240 － 16.22

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年７月期 14,874,239株 2020年７月期 14,848,429株
②  期末自己株式数 2021年７月期 16,302株 2020年７月期 15,009株
③  期中平均株式数 2021年７月期 14,837,836株 2020年７月期 14,834,049株

（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７月期 3,963 △6.0 239 △51.6 225 △51.3 193 △25.5

2020年７月期 4,216 △14.4 494 14.9 464 8.5 259 67.9

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７月期 13.02 12.75

2020年７月期 17.47 17.21

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７月期 8,312 4,184 49.5 276.79

2020年７月期 8,853 4,074 45.4 270.80

（参考）自己資本 2021年７月期 4,112百万円 2020年７月期 4,016百万円

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期（累計） 1,478 － 45 － 32 － 27 － 1.86

通期 3,850 － 209 － 184 － 156 － 10.52

３．2022年７月期の連結業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）

（注）2022年７月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連結業
績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりませ
ん。

※  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
（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）

（参考）個別業績の概要
１．2021年７月期の個別業績（2020年８月１日～2021年７月31日）

（２）個別財政状態

２．2022年７月期の個別業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）

（注）2022年７月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の個別業

績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりませ

ん。

※  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当たっての
注記事項等については、添付資料４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感染再拡大により未だ経済・社会活動の抑制

を余儀なくされており、先行き不透明な状況が継続していることから、依然として厳しい状況が続いております。

国内建設市場につきましては、国土強靭化計画等に基づく公共投資が底堅く推移したほか、東京都における上・下

水道設備の建設につきましても、冠水対策、老朽化対策等の早急な実施が必要な状況から工事の発注が継続して行わ

れており、事業環境は概ね良好な状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループの主力の建設事業におきましては、完成工事総利益増加に向けた工期の短縮、

施工コストの低減等の取り組みを継続するとともに、事業分野の開拓、事業規模の拡大を目的とし、東京都の港湾・

河川工事等の施工において優秀な技術、実績を持つ港シビル株式会社の全株式を取得し、グループ化を行いました。

　不動産事業等におきましては、営業体制の強化を図り、太陽光発電設備、賃貸不動産物件等の販売に注力いたしま

した。また、ＯＬＹ機材リース事業につきましては、営業員の増員を行い、受注高・売上高増加に向けた営業活動を

展開いたしました。

　通信関連事業におきましては、売上高及び売上総利益の増加を目指し、受注量増加に向けた営業活動に注力してま

いりました。

　以上の結果、売上高は4,954,536千円（前年同期比4.5％減）、営業利益は325,305千円（前年同期比39.8％減）、

経常利益は313,448千円（前年同期比38.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は243,236千円（前年同期比

27.9％減）となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

(建設事業)

　建設事業におきましては、受注高1,629,321千円（前年同期比70.3％減）、売上高3,550,897千円（前年同期比

10.7％減）、セグメント利益（営業利益）180,608千円（前年同期比59.9％減）となりました。

(不動産事業等)

　不動産事業等におきましては、不動産物件の売却並びに賃貸収入、ＯＬＹ機材のリース販売等により売上高

1,079,778千円（前年同期比27.4％増）、セグメント利益（営業利益）110,570千円（前年同期比122.7％増）となり

ました。

（通信関連事業）

　通信関連事業におきましては、ＮＴＴ局内の通信回線の保守・管理業務等により売上高338,151千円（前年同期比

9.2％減）、セグメント利益（営業利益）33,742千円（前年同期比17.3％減）となりました。

(その他)

　その他事業におきましては、クローゼットレンタル事業により売上高4,846千円（前年同期比4.0％増）、セグメン

ト利益（営業利益）383千円（前年同期は228千円のセグメント損失）となりました。
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2018年7月期 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期

 自己資本比率（％） 56.1 46.5 44.7 47.8

 時価ベースの自己資本比率（％） 58.6 40.8 34.5 33.9

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 17.9 10.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 6.2 11.3

(2）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産の残高は、8,854,145千円となり、前連結会計年度末に比べ291,521千円減少いたしまし

た。主な理由は、現金及び預金の減少58,117千円、受取手形・完成工事未収入金等の減少663,620千円、未成工事支

出金の減少222,838千円、不動産事業等支出金の減少82,570千円、販売用不動産の増加732,914千円、のれんの増加

30,978千円、繰延税金資産の減少21,813千円によるものであります。

　当連結会計年度末の負債の残高は、4,551,123千円となり、前連結会計年度末に比べ451,646千円減少いたしまし

た。主な理由は、工事未払金の増加190,330千円、短期借入金の減少616,756千円、未成工事受入金の減少603,893千

円、長期借入金の増加572,820千円によるものであります。

　当連結会計年度末の純資産の残高は、4,303,021千円となり、前連結会計年度末に比べ160,124千円増加いたしまし

た。主な理由は、利益剰余金の増加139,402千円、新株予約権の増加14,411千円によるものであります。

　(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,295,775千円と前連結会計年度末に

比べ58,408千円の減少となりました。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）

　営業活動の結果獲得した資金は334,117千円（前年同期は189,145千円の増加）となりました。資金の主な増加は、

税金等調整前当期純利益324,764千円、減価償却費59,663千円、売上債権の減少975,701千円であり、資金の主な減少

は、たな卸資産の増加424,345千円、未成工事受入金の減少603,893千円であります。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は150,178千円（前年同期は49,808千円の減少）となりました。資金の主な減少は、

有形固定資産の取得による支出53,303千円、貸付けによる支出76,900千円、関係会社株式の取得による支出114,147

千円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入91,105千円であります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は244,449千円（前年同期は289,209千円の増加）となりました。資金の主な増加は、

短期借入による収入1,880,000千円、長期借入による収入877,000千円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済

による支出2,432,521千円、長期借入金の返済による支出462,727千円、配当金の支払額103,190千円であります。

　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

　自己資本比率：自己資本/総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

　　（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

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

　　　　　　　ります。

　　　　　４．2018年7月期、2019年７月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

　　　　　　　シオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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(4）今後の見通し

　　建設業界を取り巻く環境は、国土強靭化計画等に基づく公共投資が底堅く推移しており、また、新型コロナウイル

ス感染症による影響も、建設工事の施工におきましては限定的に止まっておりますため、今後も同様に推移するもの

と推察いたします。

また、当社グループの主力事業である建設事業が行う東京都における上・下水道管の更新工事、下水道設備におけ

る豪雨対策工事等につきましては、長期に亘る事業であることから、今後も当該対策工事の発注が継続して行われる

ものと思われます。

このような環境において、当社グループが行う各事業における当面の課題及び対応につきましては、以下の方針に

基づき実施していく予定です。

　　　建設事業におきましては、完成工事高及び完成工事総利益の安定的な計上並びに事業範囲の拡大を目指し、上・下

水道工事以外の工種の受注にも注力してまいります。

　そのためには、施工管理技術者の確保、増員等が不可欠となることから、今後も人員の獲得に注力するとともに、

優秀な技術、管理技術者を有する優良な建設会社の取得（子会社化）につきましても、積極的に取組んでまいりま

す。

不動産事業等における不動産の販売・賃貸事業、太陽光発電設備事業につきましては、販売体制の強化を図り、不

動産事業等売上高、不動産事業等総利益の増加を目指してまいります。また、当社の独自技術であるＯＬＹ工法に使

用する部材のリース事業につきましては、販売エリア、売上高の拡大を目指し、人員の増加を図るとともに、新たな

販売拠点の設置等の検討を今後も進めてまいります。

通信関連事業につきましては、売上高及び売上総利益の増加を図るため、新規案件の受注に向けた営業活動に注力

してまいります。

　その他事業におけるクローゼットレンタル事業につきましては、利用顧客数の増加に向けた宣伝、営業活動に注力

してまいります。

　以上の状況を踏まえ、次期（2022年７月期）の業績の見通しといたしましては、売上高5,586,023千円、営業利益

325,661千円、経常利益310,085千円、親会社株主に帰属する当期純利益240,930千円を見込んでおります。

　なお、上記の業績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、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。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社の業務は現在のところ日本国内に限定されており、海外での活動がないことから、当面は日本基準を採用するこ

ととしておりますが、今後の外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動向等を踏まえ

て、ＩＦＲＳ適用の検討も進めていく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年７月31日)

当連結会計年度
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,410,892 2,352,775

受取手形・完成工事未収入金等 1,965,216 1,301,595

未成工事支出金 400,664 177,825

不動産事業等支出金 133,137 50,566

販売用不動産 2,729,451 3,462,365

貯蔵品 41 27

その他 114,784 80,169

貸倒引当金 △2,779 △2,685

流動資産合計 7,751,409 7,422,641

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 378,169 356,449

機械・運搬具（純額） 58,593 80,940

土地 608,922 608,922

リース資産（純額） 2,589 －

有形固定資産合計 1,048,276 1,046,313

無形固定資産

のれん 64,556 95,535

その他 2,537 3,130

無形固定資産合計 67,094 98,665

投資その他の資産

長期貸付金 66,333 55,556

固定化営業債権 10,083 1,837

保険積立金 36,578 44,001

退職給付に係る資産 6,203 31,505

繰延税金資産 69,739 47,926

その他 107,222 114,500

貸倒引当金 △17,275 △8,801

投資その他の資産合計 278,886 286,525

固定資産合計 1,394,257 1,431,504

資産合計 9,145,667 8,854,145

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年７月31日)

当連結会計年度
(2021年７月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 298,506 488,837

短期借入金 986,497 369,740

未払金 50,913 53,782

未払法人税等 98,379 31,203

未成工事受入金 857,287 253,394

賞与引当金 70,114 80,026

役員賞与引当金 3,900 25,755

損害補償損失引当金 55,000 30,000

完成工事補償引当金 28,082 22,934

その他 128,995 192,143

流動負債合計 2,577,677 1,547,818

固定負債

長期借入金 2,399,420 2,972,240

その他 25,672 31,065

固定負債合計 2,425,092 3,003,305

負債合計 5,002,770 4,551,123

純資産の部

株主資本

資本金 2,765,371 2,768,662

資本剰余金 704,230 707,162

利益剰余金 670,117 809,519

自己株式 △54,407 △54,320

株主資本合計 4,085,311 4,231,024

新株予約権 57,585 71,997

純資産合計 4,142,897 4,303,021

負債純資産合計 9,145,667 8,854,145
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(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

売上高

完成工事高 3,974,483 3,550,897

不動産事業等売上高 836,067 1,060,641

通信関連売上高 372,311 338,151

その他の売上高 4,563 4,846

売上高合計 5,187,425 4,954,536

売上原価

完成工事原価 3,129,178 2,988,584

不動産事業等売上原価 728,652 877,210

通信関連原価 177,197 156,836

その他の売上原価 485 407

売上原価合計 4,035,514 4,023,039

売上総利益

完成工事総利益 845,304 562,313

不動産事業等総利益 107,415 183,430

通信関連総利益 195,114 181,314

その他の売上総利益 4,077 4,438

売上総利益合計 1,151,911 931,497

販売費及び一般管理費

役員報酬 104,630 86,590

役員賞与 12,960 －

従業員給料手当 159,831 177,640

退職給付費用 1,019 △1,337

賞与引当金繰入額 11,513 14,813

役員賞与引当金繰入額 － 12,084

貸倒引当金繰入額 998 －

地代家賃 24,667 26,890

支払手数料 52,050 79,869

減価償却費 11,587 11,061

租税公課 46,224 43,090

その他 186,359 155,489

販売費及び一般管理費合計 611,842 606,191

営業利益 540,069 325,305

（２）連結損益及び連結包括利益計算書

- 7 -

㈱大盛工業（1844）　2021年7月期決算短信（連結）



(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

営業外収益

受取利息及び配当金 2,559 2,099

為替差益 － 2,101

貸倒引当金戻入額 － 8,567

受取保険金 1,775 23,014

助成金収入 3,264 1,482

未払配当金除斥益 1,631 749

その他 5,300 4,533

営業外収益合計 14,530 42,548

営業外費用

支払利息 30,526 29,634

為替差損 1,735 －

貸倒引当金繰入額 4,330 －

役員弔慰金 － 12,000

建物解体費用 － 6,000

支払手数料 952 5,909

その他 4,201 862

営業外費用合計 41,747 54,405

経常利益 512,853 313,448

特別利益

固定資産売却益 29 11,686

特別利益合計 29 11,686

特別損失

固定資産売却損 7,739 370

減損損失 72,976 －

固定資産除却損 4,837 0

特別損失合計 85,553 370

税金等調整前当期純利益 427,329 324,764

法人税、住民税及び事業税 92,477 50,256

法人税等調整額 △2,508 31,272

法人税等合計 89,968 81,528

当期純利益 337,360 243,236

（内訳）

親会社株主に帰属する当期純利益 337,360 243,236

包括利益 337,360 243,236

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 337,360 243,236
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(単位：千円)

株主資本

新株予約権 純資産合計
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 2,765,371 704,701 406,929 △54,632 3,822,369 43,575 3,865,945

当期変動額

剰余金の配当 △74,172 △74,172 △74,172

新株の発行（新株
予約権の行使）

－

親会社株主に帰属
する当期純利益

337,360 337,360 337,360

自己株式の取得 △273 △273 △273

自己株式の処分 △470 497 26 26

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

14,009 14,009

当期変動額合計 － △470 263,188 224 262,942 14,009 276,951

当期末残高 2,765,371 704,230 670,117 △54,407 4,085,311 57,585 4,142,897

(単位：千円)

株主資本

新株予約権 純資産合計
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 2,765,371 704,230 670,117 △54,407 4,085,311 57,585 4,142,897

当期変動額

剰余金の配当 △103,833 △103,833 △103,833

新株の発行（新株
予約権の行使）

3,291 3,291 6,582 6,582

親会社株主に帰属
する当期純利益

243,236 243,236 243,236

自己株式の取得 △294 △294 △294

自己株式の処分 △359 381 22 22

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

14,411 14,411

当期変動額合計 3,291 2,932 139,402 87 145,712 14,411 160,124

当期末残高 2,768,662 707,162 809,519 △54,320 4,231,024 71,997 4,303,021

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

- 9 -

㈱大盛工業（1844）　2021年7月期決算短信（連結）



(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７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 427,329 324,764

減価償却費 61,134 59,663

減損損失 72,976 －

のれん償却額 41,617 19,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,328 △8,567

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,386 7,541

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,900 21,855

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,091 △5,148

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 55,000 △25,000

受取利息及び受取配当金 △2,470 △2,099

支払利息 30,526 29,634

売上債権の増減額（△は増加） 149,363 975,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △778,702 △424,345

仕入債務の増減額（△は減少） △89,890 32,930

未成工事受入金の増減額（△は減少） 280,101 △603,893

固定化営業債権の増減額（△は増加） △8,245 8,245

その他 △27,196 53,561

小計 229,065 464,212

利息及び配当金の受取額 2,470 2,099

利息の支払額 △32,819 △29,649

法人税等の還付額 19,987 －

法人税等の支払額 △29,557 △102,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 189,145 334,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △24,307 △53,303

有形固定資産の売却による収入 3,061 11,977

貸付けによる支出 △40,000 △76,900

貸付金の回収による収入 15,483 91,105

関係会社株式の取得による支出 － △114,147

定期預金の預入による支出 △9,600 △8,491

その他 5,554 △420

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,808 △150,178

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

 前連結会計年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,760,000 1,880,000

短期借入金の返済による支出 △5,013,324 △2,432,521

長期借入れによる収入 1,036,000 877,000

長期借入金の返済による支出 △415,815 △462,727

配当金の支払額 △74,729 △103,190

リース債務の返済による支出 △2,674 △2,764

その他 △246 △246

財務活動によるキャッシュ・フロー 289,209 △244,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,735 2,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 426,812 △58,408

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,371 2,354,184

現金及び現金同等物の期末残高 2,354,184 2,295,775
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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。

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症による影響については、工事の中断や遅延等による売上原価の増加などにより、工

事進行基準による完成工事高の算定に用いる見積総工事原価等に影響を及ぼす可能性があるものの、現時点で

は、その影響はありません。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況や収束時期等によっては、これらの見積り及び仮定に基づ

く数値は実際の結果と異なる可能性があります。

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

１．報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

　当社グループ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。

　当社グループは、土木工事の請負、施工、不動産の売買、通信設備の保守・管理を中心として事業活動

を展開しております。従って当社グループは「建設事業」、「不動産事業等」、「通信関連事業」を報告

セグメントとしております。

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

　建設事業　　：土木工事の施工・監理及び請負業務を行っております。

　不動産事業等：土地・建物の購入、販売及び太陽光発電設備の建設、販売並びにＯＬＹリース業を行っ

　　　　　　　　ております。

　通信関連事業：ＮＴＴ局内での保守・管理業務を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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、連結財務諸表作成において採用している会計処理

の方法と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値

であります。セグメント間の売上高は市場取引価格を参考にした金額に基づいております。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

建設事業 不動産事業等通信関連事業 計

売上高

　外部顧客への

売上高
3,974,483 836,067 372,311 5,182,862 4,563 5,187,425 － 5,187,425

　セグメント間

の内部売上高又

は振替高

－ 11,547 － 11,547 95 11,642 △11,642 －

計 3,974,483 847,614 372,311 5,194,409 4,658 5,199,068 △11,642 5,187,425

セグメント利益

又はセグメント

損失（△）

449,845 49,658 40,793 540,297 △228 540,069 － 540,069

セグメント資産 2,735,665 3,926,178 293,870 6,955,714 114,359 7,070,074 2,075,592 9,145,667

その他項目

減価償却費 10,357 47,073 253 57,684 3,449 61,134 － 61,134

のれんの償却

額
37,808 － 3,808 41,617 － 41,617 － 41,617

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

633 23,102 364 24,100 228 24,329 － 24,329

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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８月１日　至　2020年７月31日）

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クローゼットレンタル

事業の売上等であります。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1)売上高の調整額△11,642千円は、セグメント間取引消去△11,642千円であります。

(2)セグメント資産の調整額2,075,592千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、

主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)の合計額は、連結財務諸表の営業利益と一致しておりま

す。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

建設事業 不動産事業等通信関連事業 計

売上高

　外部顧客への

売上高
3,550,897 1,060,641 338,151 4,949,690 4,846 4,954,536 － 4,954,536

　セグメント間

の内部売上高又

は振替高

－ 19,137 － 19,137 － 19,137 △19,137 －

計 3,550,897 1,079,778 338,151 4,968,827 4,846 4,973,673 △19,137 4,954,536

セグメント利益 180,608 110,570 33,742 324,921 383 325,305 － 325,305

セグメント資産 1,983,975 4,543,620 316,849 6,844,445 111,582 6,956,027 1,898,117 8,854,145

その他項目

減価償却費 7,498 48,641 215 56,356 3,307 59,663 － 59,663

のれんの償却

額
19,366 － － 19,366 － 19,366 － 19,366

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額

7,503 46,709 － 54,213 362 54,576 － 54,576

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クローゼットレンタル

事業の売上等であります。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1)売上高の調整額△19,137千円は、セグメント間取引消去△19,137千円であります。

(2)セグメント資産の調整額1,898,117千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、

主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

３．セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東京都下水道局 2,696,747 建設事業

東京都水道局 674,903 建設事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東京都下水道局 2,214,091 建設事業

東京都水道局 619,405 建設事業

ｂ．関連情報

前連結会計年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報
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（単位：千円）

建設事業 不動産事業等 通信関連事業 その他 調整額 合計

減損損失 － 72,976 － － － 72,976

（単位：千円）

建設事業 不動産事業等 通信関連事業 その他 調整額 合計

当期末残高 64,556 － － － － 64,556

（単位：千円）

建設事業 不動産事業等 通信関連事業 その他 調整額 合計

当期末残高 95,535 － － － － 95,535

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

　該当事項はありません。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2019年８月１日

至　2020年７月31日）

当連結会計年度
（自　2020年８月１日

至　2021年７月31日）

１株当たり純資産額 275円41銭 284円77銭

１株当たり当期純利益 22円74銭 16円39銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22円40銭 16円05銭

前連結会計年度
（自　2019年８月１日

至　2020年７月31日）

当連結会計年度
（自　2020年８月１日

至　2021年７月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 337,360 243,236

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益（千円）
337,360 243,236

普通株式の期中平均株式数（株） 14,834,049 14,837,836

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 226,403 316,936

（うち新株予約権（株）） (226,403) (316,936)

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

－ －

（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

　　　ります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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