
第65期 決 算 公 告 

2020年４月１日から 

2021年３月31日まで 

株式会社細田工務店 



株式会社 細田工務店 （単位：百万円）

金額 金額

流動資産 11,098 流動負債 1,856 

現金預金 1,847 工事未払金 917 

完成工事未収入金 1,277 未払金 207 

未成工事支出金 14 未払法人税等 24 

販売用不動産 2,272 未払消費税 120 

仕掛販売用不動産 4,646 未払費用 19 

前払費用 3 リース債務 40 

未収入金 1,012 未成工事受入金 83 

その他 25 前受金 68 

貸倒引当金 △0 預り金 86 

工事損失引当金 47 

固定資産 1,771 完成工事補償引当金 171 

有形固定資産 1,012 賞与引当金 68 

建物 179 固定負債 6,448 

構築物 1 長期借入金 5,994 

機械装置 2 退職給付引当金 152 

工具器具備品 16 リース債務 47 

土地 729 再評価に係る繰延税金負債 15 

リース資産 82 長期預り敷金 225 

その他 13 

無形固定資産 35 負債合計 8,304 

投資その他の資産 723 株主資本 5,221 

投資有価証券 40 資本金 100 

関係会社株式 30 資本剰余金 5,993 

出資金 40 資本準備金 181 

長期貸付金 4 その他資本剰余金 5,812 

長期差入保証金 403 利益剰余金 △872 

繰延税金資産 204 その他利益剰余金 △872 

貸倒引当金 △0   繰越利益剰余金 △872 

その他 0 評価・換算差額等 △656 

その他有価証券評価差額金 5 

土地再評価差額金 △661 

純資産合計 4,565 

資産合計 12,870 負債・純資産合計 12,870 

（純資産の部）

（資産の部） （負債の部）

科目 科目

（2021年3月31日現在）

貸借対照表



株式会社 細田工務店 （単位：百万円）

売上高
完成工事高 5,532 
不動産売上高 8,264 
その他売上高 233 14,030 

売上原価
完成工事原価 5,014 
不動産売上原価 6,907 
その他売上原価 90 12,012 

売上総利益
完成工事売上総利益 517 
不動産売上総利益 1,357 
その他売上総利益 142 2,017 

販売費及び一般管理費 1,780 
営業利益 236 

営業外収益
受取利息及び配当金 15 
業務受託手数料 6 
助成金収入 28 
その他 7 57 

営業外費用

支払利息 117 
支払手数料 1 
その他 6 125 
経常利益 168 

特別利益
固定資産売却益 0 
投資有価証券売却益 0 0 

特別損失

固定資産除却損 0 

減損損失 0 
その他特別損失 4 5 

税引前当期純利益 163 
法人税、住民税及び事業税 25 
法人税等調整額 △75 △50 

当期純利益 214 

科目 金額

（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

損益計算書



個別注記表  

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的の債券    償却原価法（定額法） 

② 子会社株式         移動平均法による原価法 

③ その他有価証券 

・時価のあるもの      決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

・時価のないもの      移動平均法による原価法

 ④ デリバティブ       時価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

① 未成工事支出金      個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

② 販売用不動産        同 上 

③ 仕掛販売用不動産      同 上 

④ 材料貯蔵品        総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産       定率法 

（リース資産を除く）    ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物につ

いては、定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

（リース資産を除く） 

・自社利用のソフトウェア  社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法 

③ リース資産        所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を

採用しております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 完成工事補償引当金    完成工事にかかる瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の実績を

基礎に補償費用見積額を計上している他、特定の工事については、

補償費用の個別見積額を計上しております。 

③ 工事損失引当金      受注工事にかかる将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が

高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積ることができる工事

について、当該損失見込額を計上しております。 

④ 退職給付引当金      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

イ.退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。 

ロ.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業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（７年）による定率法に

より、その発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

過去勤務費用については、そ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（５年）による定額法により費用処理

しております。 



(5) 収益及び費用の計上基準 

   請負工事に係る収益の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他

の工事については工事完成基準を適用しております。 

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理     税抜方式によっております。 

２. 表示方法の変更 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度

から適用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。 

３. 会計上の見積りに関する注記 

工事進行基準による収益認識 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

工事進行基準による完成工事高 1,189百万円 

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

① 算出方法 

工事収益総額、工事原価総額及び当事業年度末における工事進捗度を合理的に見積り、これ

に応じて当事業年度の完成工事高及び完成工事原価を認識しております。 

② 主要な仮定 

工事進行基準による収益認識の基礎となる工事原価総額は、工事契約毎の実行予算を使用し

て見積りを行っております。 

③ 翌年度の計算書類に与える影響 

追加原価の発生や請負金額等の変更等により工事進捗度が変更される場合には、翌年度の計

算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

販売用不動産・仕掛販売用不動産の評価 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

棚卸資産評価損     52百万円 

販売用不動産     2,272百万円 

仕掛販売用不動産 4,646百万円 

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

① 算出方法 

当事業年度末における販売用不動産・仕掛販売用不動産の正味売却価額が取得価額よりも下

落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とするとともに、その差額に

ついて棚卸資産評価損として計上しております。 

② 主要な仮定 

正味売却価額は、予定販売価格及び予定販売費等に基づいて算定しております。 

③ 翌年度の計算書類に与える影響 

将来の経済条件の変動等により正味売却価額の見直しが必要となった場合には、翌年度の計

算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

４．貸借対照表に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,060百万円 

(2) 保証債務 

  住宅ローン利用者のための借入保証債務      226百万円 

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 



① 短期金銭債権 995百万円 

② 短期金銭債務 106百万円 

③ 長期金銭債務               5,994百万円 

(4) 事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、固定資産に計上して

おります事業用土地の再評価を行い、評価差額については、税金相当額を調整のうえ、土地再評

価差額金として純資産の部に計上しております。 

  再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づき算出する方法によっております。 

  再評価を行った年月日 2002年３月31日 

  再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 

 △74百万円 

(5) 有形固定資産の振替 

     当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産（建物８百万円及び土地98百万円）

を販売用不動産に振替えております。 

３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

① 売上高 244百万円 

② その他の営業取引 460百万円 

③ 営業取引以外の取引高 122百万円 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

 （1）発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 8株 －株 －株 8株 

（2）自己株式の数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 0株 －株 0株 －株 

５．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳   

繰延税金資産 

繰越欠損金 773百万円

貸倒損失 565百万円

退職給付引当金  51百万円

58百万円完成工事補償引当金 

たな卸資産評価損 20百万円

その他 146百万円

繰延税金資産小計 1,615百万円

評価性引当額 △1,407百万円

繰延税金資産合計 207百万円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2百万円

繰延税金負債合計 △2百万円

繰延税金資産（負債）の純額 204百万円

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

  該当事項はありません。 



７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項 

①  金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用につきましては短期的な預金等に限定し、また、資金調達はグループファ

イナンスによる方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である完成工事未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりますが、

受注管理規程及び債権・債務に関する規程等に沿って、取引相手ごとに期日及び残高を管理す

るとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

投資有価証券は、主に取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

すが、四半期ごとに時価の把握を行っております。 

営業債務である工事未払金等は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。 

借入金の使途は営業取引にかかる事業資金及び運転資金であります。流動性リスクにつきま

しては、当社では、各部署からの報告に基づき月次で経理部が資金計画を作成・更新し、手許流

動性が確保されるようにしております。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

当事業年度の末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のと

おりであります。 

貸借対照表 

計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

資産項目 

(1) 現金預金 

(2) 完成工事未収入金 

(3) 投資有価証券 

  その他有価証券 

負債項目 

(4) 工事未払金 

(5) 長期借入金 

1,847 

1,277 

17 

917 

5,994 

1,847 

1,277 

17 

917 

5,994 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

(1) 現金預金 (2) 完成工事未収入金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

(3) 投資有価証券  

株式の時価は、取引所の価格によっております。 

        (4) 工事未払金  

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

(5) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む) 

親会社からの借入金で、１年毎に更新されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。 

２．非上場株式等（貸借対照表計上額 23百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められる

ため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

８．関連当事者との取引に関する注記 

 （1）親会社等 

種   類 
会社等の名称

又は氏名

議決権等の 

所有（被所有）

割合（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容
取引金額
（百万円）

科  目 期末残高
（百万円）

親会社 
株式会社長谷工 

コーポレーション

（被所有）
直接100.0

親会社 
資金の借入
（注）1 

3,479 長期借入金 5,994

（注）１．資金の借入については、市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

（2）兄弟会社等 



種   類 
会社等の名称

又は氏名

議決権等の 

所有（被所有）

割合（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容
取引金額
（百万円）

科  目 期末残高
（百万円）

親会社の 
子会社 

株式会社長谷工
アーベスト 

― 販売代理契約
分譲購入客
残代金等 
（注）1 

2,073 未収入金 966

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。    

９．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 570,633,936円75銭 

(2) １株当たり当期純利益 26,865,369円57銭 

10．重要な後発事象に関する注記 

   該当事項はありません。 

（注）計算書類中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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