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第123期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

●連結計算書類の「連結注記表」 ……… １〜９頁
●計算書類の「個別注記表」

………10〜13頁

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

鹿島建設株式会社

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.kajima.co.jp/）に掲載することにより、
株主の皆様にご提供しております。

連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 144社
主要な連結子会社の名称
大興物産㈱、鹿島道路㈱、鹿島リース㈱、カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド、カジ
マ ヨーロッパ リミテッド、カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー
リミテッド、カジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッド
なお、当期から、合同会社桜島開発を営業者とする匿名組合、カジマ ヨーロッパ リミテッドの連
結子会社６社、カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッドの連
結子会社１社及びカジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッドの連結子会社２社について、
株式又は持分の取得により子会社となったため、新たに連結の範囲に含めることとした。カジマ ヨ
ーロッパ ビー ヴイ及びカジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッドの連結子会社１社は
清算したため、連結の範囲から除外し、またカジマ ヨーロッパ リミテッドの連結子会社１社につい
て、持分の売却により関連会社となったため、連結の範囲から除外し持分法を適用することとした。
（注）当期において、カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッドの社名をカジマ
アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッドに変更した。
（2）主要な非連結子会社の名称
㈱アルテス、日本海上工事㈱、㈱鹿島出版会
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、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
ため、連結の範囲から除外している。
（3）開示対象特別目的会社
開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的
会社との取引金額等については､「開示対象特別目的会社に関する注記」として記載している。
２．持分法の適用に関する事項
（1）すべての非連結子会社（34社）及び関連会社（82社）に対する投資について、持分法を適用して
いる。
主要な非連結子会社の名称
「１．連結の範囲に関する事項 （2）主要な非連結子会社の名称」に記載のとおり。
主要な関連会社の名称
㈱イー・アール・エス、東観光開発㈱、かたばみ興業㈱
なお、当期から、株式の取得により子会社となった１社、株式又は持分の取得により関連会社とな
った11社及び持分の売却により連結の範囲から除外した関連会社１社について、新たに持分法を適
用している。また、株式又は持分を売却した関連会社２社について、持分法適用の範囲から除外した。
（2）持分法適用会社の投資差額（負の投資差額を除く）については、その効果の及ぶ期間にわたって、
均等償却を行っている。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちカジマ ユー エス エー インコーポレーテッド、カジマ ヨーロッパ リミテッド、
カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッド及びカジマ オースト
ラリア ピー ティー ワイ リミテッド他129社の決算日は12月31日である。連結計算書類の作成に
あたっては、同決算日現在の計算書類を使用している。ただし、同決算日から連結決算日３月31日
までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。上記以外の連結子会
社の事業年度は当社と同一である。
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４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
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
債券
償却原価法（定額法）
その他
移動平均法による原価法
② デリバティブ
原則として時価法
③ たな卸資産
販売用不動産
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）
未成工事支出金
個別法による原価法
開発事業支出金
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）
ただし、一部の在外連結子会社は、所在地国の会計基準に従い、販売用不動産、未成工事支出金
及び開発事業支出金について個別法による低価法を適用している。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）
国内連結会社は、主として定率法によっている。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
(建物附属設備を除く) 並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法によっている。なお、耐用年数及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。
在外連結子会社は、主として見積耐用年数に基づく定額法によっている。
② 無形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）
定額法によっている。
なお、国内連結会社は、自社利用のソフトウエアについては、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。
③ リース資産
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
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。
④ 使用権資産
リース期間又は当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の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。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
国内連結会社は、債権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。
在外連結子会社は、貸倒見積額を計上している。
② 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当期の完成工事高に対し、前２期の実績率を基
礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
③ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末における未引渡工事の損失見込額を計上してい
る。
④ 役員賞与引当金
一部の国内連結子会社は、取締役の賞与の支出に備えるため、当期における支給見込額を計上し
ている。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当期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（工事の進捗度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
適用している。
在外連結子会社は、所在地国の会計基準に従い、主として工事進行基準を適用している。
（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 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。
② 重要なヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、
金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
③ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期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又は費用の減額処理をす
ることとしている。
一部の在外連結子会社については、所在地国の会計基準に従い、当期末における見込額に基づき、
退職給付債務の額を計上している。
④ のれんの償却方法及び償却期間
効果の及ぶ期間にわたって、均等償却を行っている。
⑤ 支払利息の資産の取得原価への算入に関する注記
支払利息は期間費用として処理している。
ただし、在外連結子会社は、所在地国の会計基準に従い、不動産開発事業等に要した資金に対す
る支払利息を販売用不動産及び開発事業支出金の取得原価に算入している。
なお、当期算入額は607百万円である。
⑥ 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。
⑦ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
⑧ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)
において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税
制度の見直しが行われた項目については､「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年３月31日) 第３項の取扱いによ
り､「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日)
第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に
基づいている。
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連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産
受取手形・完成工事未収入金等
販売用不動産
開発事業支出金
流動資産「その他」(短期貸付金)
建物・構築物
機械・運搬具・工具器具備品
土地
投資有価証券
長期貸付金
計
② 担保に係る債務
短期借入金
長期借入金
固定負債「その他」(長期預り金)
計
（2）有形固定資産の減価償却累計額
（3）保証債務
下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
関係会社
男鹿風力発電㈱
その他
小計

736百万円
20,801百万円
23,739百万円
116百万円
687百万円
4百万円
70百万円
6,401百万円
888百万円
53,446百万円
12,694百万円
14,350百万円
3百万円
27,048百万円
322,274百万円

2,287百万円
20百万円
2,307百万円

その他
9,483百万円
計
11,791百万円
なお、再保証のある保証債務については、当社グループの負担額を記載している。
（4）工事損失引当金に対応するたな卸資産の金額
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金と相殺
せずに両建てで表示している。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は
4,977百万円である。
（5）土地の再評価
当社及び国内連結子会社１社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34
号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に、税効果相当額控除後の再評価差額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上している。
① 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第４号に定
める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を
行って算定する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっている。
② 再評価を行った年月日
2002年３月31日
（6）債権流動化による完成工事未収入金の譲渡高
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48,922百万円

連結損益計算書に関する注記
（1）売上原価のうち工事損失引当金繰入額
1,444百万円
（2）研究開発費の総額
16,442百万円
（3）売上原価に含まれるたな卸資産評価損
期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上原価に240
百万円含まれている。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当期末における発行済株式の種類及び総数
普通株式
528,656,011株
（2）当期中の自己株式の重要な変動
① 自己株式の増加
当社は、取締役会決議に基づき、以下の内容で自己株式を取得している。
普通株式
6,542,000株
取得価額の総額
9,999百万円
② 自己株式の減少
当社は、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として以下の内容で自己株式を処分してい
る。
普通株式
218,500株
処分価額の総額
228百万円
（3）配当に関する事項
① 配当金支払額
決議

株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

2019年６月25日
定時株主総会

普通株式

13,516

26.00

2019年３月31日

2019年６月26日

2019年11月12日
取締役会

普通株式

12,838

25.00

2019年９月30日

2019年12月３日

計

26,354

（注）配当金の総額と連結株主資本等変動計算書における剰余金の配当の額との差異は、関連会社が
保有する当社株式に対する配当のうち、持分相当額を控除していることによるものである。
② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
決議
2020年６月25日
定時株主総会

株式の
種類
普通株式

配当金
の総額
(百万円)

配当の
原資

12,838 利益剰余金

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

25.00 2020年３月31日 2020年６月26日

（注）2020年６月25日開催の定時株主総会の議案として上記配当に関する事項を提案している。

― 5 ―

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
当社グループは、一時的な余剰資金が発生した場合などにおいて、預金等の安全性の高い金融資産
に限定して運用しており、また、主に建設事業・開発事業等を行うための資金計画等に照らして、必
要な資金を銀行借入や、コマーシャル・ペーパー及び社債発行により調達している。デリバティブ取
引は、実需に伴う取引に限定して実施することを原則とし、投機的な取引は行わない方針である。
（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
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されている。
当該リスクに関しては、与信管理を徹底し、主に工事入手時に顧客の信用調査を実施し、また入手後
も、信用状況を適時に把握する体制をとっている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、１年以内の支払期日である。
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動等のリスクに晒されているが、定期的に時価を把握
する体制をとっている。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、主に建設事業・開発事業等に必要な資金の調達を目
的としたものである。
デリバティブ取引は、通貨関連では、将来発生する外貨建資金需要及び回収に関して、将来の取引
市場での為替相場の変動リスクを回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っている。
また、金利関連では、金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引及びそれに関連した取引
を行っている。デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内外の金融機関に限られており、
取引の相手方の債務不履行による損失の発生は予想していない。なお、デリバティブ取引は主として、
当社のデリバティブ取引の目的、範囲、取組方針、所管及び実行、リスク管理体制を明記した内部規
定である「デリバティブ取引の取扱基準」及び「リスク管理要領書」に則って執行しており、当該基
準に記載のない目的でデリバティブ取引を行っていない。なお、ヘッジ会計の方法については､「連
結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「４. 会計方針に関する事項
(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項②重要なヘッジ会計の方法」に記載し
ている。
また、資金調達に係る流動性リスクに対応するため、コミットメントライン（総額1,500億円）を
設定し、リスクを管理している。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがある。
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２．金融商品の時価等に関する事項
当期末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない ((注)２参照)。
（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額
資産
（1）現金預金
（2）受取手形・完成工事未収入金等
貸倒引当金（※１）

262,963
734,159
△497
733,661

（3）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
（4）長期貸付金
貸倒引当金（※１）
資産計
負債
（1）支払手形・工事未払金等
（2）短期借入金
（3）コマーシャル・ペーパー
（4）未払法人税等
（5）社債
（6）長期借入金
負債計
デリバティブ取引（※２）
①ヘッジ会計が適用されていないもの
②ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

時価

差額

262,963

―

733,739

77

230,344
50,012
△998
49,013
1,275,983

230,344

―

48,989
1,276,036

△24
53

520,653
151,459
45,000
30,597
50,000
80,425
878,136

520,653
151,459
45,000
30,597
49,931
80,290
877,932

―
―
―
―
△69
△134
△203

97
7
104

97
(82)
14

―
90
90

（※１）受取手形・完成工事未収入金等及び長期貸付金に対応する貸倒引当金をそれぞれ控除してい
る。
（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債
務となる項目については､（ ）で示している。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
（1）現金預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っている。
（2）受取手形・完成工事未収入金等
短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっている。
回収期間が１年を超えるものについては、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満
期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっている。
（3）有価証券及び投資有価証券
有価証券は、その他有価証券として保有している。これらの時価について、株式は取引所の
価格等によっており、債券は、主として取引金融機関から提示された価格によっている。
（4）長期貸付金
長期貸付金の時価は、主として将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用
スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定している。また、貸倒懸念債権
については、担保及び保証による回収見込額等により貸倒見積額を算定しているため、連結貸
借対照表計上額から当該貸倒見積額を控除した金額をもって時価としている。
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負債
（1）支払手形・工事未払金等､（2）短期借入金､（3）コマーシャル・ペーパー及び（4）未払法
人税等
これらは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
よっている。
（5）社債
社債の時価は、主として市場価格によっている。
（6）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用
状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるた
め、当該帳簿価額によっている。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借
入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非連結子会社株式、関連会社株式及び非上場株式等（営業投資有価証券を含む連結貸借対照表計
上額91,745百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あるため､「資産（3）有価証券及び投資有価証券」には含めていない。

賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域及び海外（インドネシア、英国他）において、賃
貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有している。当期における当該賃
貸等不動産に関する賃貸損益は9,981百万円（主な賃貸収益は開発事業等売上高に、主な賃貸費用は開発
事業等売上原価に計上)、固定資産売却益は477百万円、固定資産除却損は33百万円、減損損失は14百万
円（それぞれ特別損益に計上）である。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。
（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額
期首残高
期中増減額
期末残高
期末時価

148,339
50,173
198,512
381,310

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
２．期中増減額のうち、主な増加額は不動産購入（49,966百万円）である。
３．期末の時価は、以下によっている。
（1）国内の不動産については、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金
額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）である。
（2）海外の不動産については、主として現地の鑑定人による鑑定評価額である。

― 8 ―

開示対象特別目的会社に関する注記
１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
当社グループは、資金調達先の多様化を図るため、不動産の流動化を行っている。流動化においては、
当社グループが、不動産（信託受益権を含む）を特別目的会社（特例有限会社の形態による）に譲渡し、
特別目的会社が当該不動産を裏付けとして借入等によって調達した資金を、売却代金として受領してい
る。
また、特別目的会社に譲渡した不動産について、当社グループが賃借を行っているものがある。さら
に、特別目的会社に対しては、匿名組合契約を締結しており、当該契約に基づく出資金を有している。
当社グループは、拠出した匿名組合出資金を回収する予定である。
当期末現在、不動産の流動化に係る出資残高のある特別目的会社は次のとおりである。なお、当社グ
ループは、いずれの特別目的会社についても、議決権のある出資等は有しておらず、役員の派遣もない。
特別目的会社数

２社

直近の決算日における
資産総額（単純合算）

（百万円）

42,639

負債総額（単純合算）

（百万円）

42,630

２．特別目的会社との取引金額等
主な損益

主な取引の金額等
（百万円）

項目

金額（百万円）

匿名組合出資金（注）１

― 分配益

1,638

賃借取引

― 支払リース料（注）２

3,491

修繕工事

― 工事売上高（注）３

197

（注）１．当期末現在、匿名組合出資金の残高は6,109百万円である。また、匿名組合出資金に係る分
配益は、営業外収益に計上している。
２．不動産の賃貸借契約は不動産信託受託者との間で締結しており、支払リース料は、当該賃貸
借契約に基づき不動産信託受託者へ支払っている金額を記載している。
３．不動産の修繕工事契約は不動産信託受託者との間で締結しており、工事売上高は、当期の売
上高を記載している。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額
（2）１株当たり当期純利益

1,544円71銭
200円99銭

その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
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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）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
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
債券
償却原価法（定額法）
その他
移動平均法による原価法
② デリバティブ
原則として時価法
③ たな卸資産
販売用不動産
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）
未成工事支出金
個別法による原価法
開発事業等支出金
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）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（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する
方法と同一の基準を適用
② 無形固定資産
定額法
（リース資産を除く）
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法
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
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
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権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。
② 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当期の完成工事高に対し、前２期の実績率を基
礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
③ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末における未引渡工事の損失見込額を計上している。
④ 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の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期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又は費用の減額処理をす
ることとしている。
⑤ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて、当社
が負担することとなる損失見込額を計上している。
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（4）収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当期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（工事の進捗度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
適用している。
（5）消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。
（6）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 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。
② 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、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、
金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
③ 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の
方法と異なっている。
④ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は､「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
目については､「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取
扱い」(実務対応報告第39号 2020年３月31日) 第３項の取扱いにより､「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日) 第44項の定めを適用せず、
繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
２．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産
完成工事未収入金
24百万円
流動資産「その他」(短期貸付金)
114百万円
土地
26百万円
投資有価証券
0百万円
関係会社株式・関係会社出資金
925百万円
その他の関係会社有価証券
5,439百万円
長期貸付金
852百万円
計
7,381百万円
② 担保に係る債務
短期借入金
11百万円
固定負債「その他」（長期預り金）
3百万円
計
14百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額

200,493百万円
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（3）保証債務
下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
① 関係会社
男鹿風力発電㈱
その他
小計

2,287百万円
10百万円
2,297百万円

② その他

205百万円

計
2,502百万円
なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載している。
（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
① 短期金銭債権
75,137百万円
② 長期金銭債権
13,365百万円
③ 短期金銭債務
80,929百万円
④ 長期金銭債務
10,478百万円
（5）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金と相殺
せずに両建てで表示している。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は
4,977百万円である。
（6）土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、再評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、税効
果相当額控除後の再評価差額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。
① 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第４号に定
める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を
行って算定する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっている。
② 再評価を行った年月日
2002年３月31日
（7）債権流動化による完成工事未収入金の譲渡高
48,922百万円
３．損益計算書に関する注記
（1）工事進行基準による完成工事高
1,152,203百万円
（2）売上高のうち関係会社に対する部分
73,288百万円
（3）売上原価のうち関係会社からの仕入高
155,072百万円
（4）売上原価のうち工事損失引当金繰入額
1,179百万円
（5）関係会社との営業取引以外の取引高
19,933百万円
（6）研究開発費の総額
15,777百万円
（7）売上原価に含まれるたな卸資産評価損
期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上原価に240
百万円含まれている。
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当期末における自己株式の種類及び株式数
普通株式
15,131,225株
（2）当期中の自己株式の重要な変動
① 自己株式の増加
取締役会決議に基づき、以下の内容で自己株式を取得している。
普通株式
6,542,000株
取得価額の総額
9,999百万円
② 自己株式の減少
取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として以下の内容で自己株式を処分している。
普通株式
218,500株
処分価額の総額
228百万円
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
退職給付引当金
16,166百万円
有価証券等評価損
13,475百万円
固定資産（賃貸用等）評価損
12,307百万円
その他
39,676百万円
繰延税金資産小計
81,626百万円
評価性引当額
△31,883百万円
繰延税金資産合計
49,742百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
△38,020百万円
その他
△4,022百万円
繰延税金負債合計
△42,043百万円
繰延税金資産の純額
7,699百万円
６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等
（単位：百万円）
種類

会社等の
名称

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

科目

期末
残高

子会社

大興物産㈱

所有
直接98.1％

建設資機材及び 建設資機材及び
建設工事の発注 建設工事の発注
役員の兼任
(注)１

85,513

工事
未払金

18,917

関連会社

㈱アルベロ
グランデ

所有
直接20.0％

建設工事等の受注
建設工事等の受注
資金の貸付
(注)２
役員の兼任

41,543

完成工事
未収入金

45,534

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．建設資機材及び建設工事の発注については、その都度価格交渉の上、一般的取引条件と同
様に決定している。
２．建設工事等の受注については、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定している。
３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額
1,096円69銭
（2）１株当たり当期純利益
155円72銭
８．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
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