
平成26年6月19日
東京都港区芝四丁目6番6号

株式会社　長谷工コミュニティ

代表取締役　鶴谷　彰人

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流動資産 5,700,209       流動負債 5,598,691       

現金預金 2,759,267       工事未払金 1,428,820       

完成工事未収入金 1,691,688       営業未払金 1,826,077       

営業未収入金 836,977         リース債務 86,435          

未成工事支出金 66,512          未払金 732,956         

商品 1,059           未払費用 512,227         

貯蔵品 5,499           未払法人税等 211,980         

前払費用 101,448         未払消費税等 101,424         

未収収益 1,219           未成工事受入金 59,343          

未収入金 26,254          預り金 43,174          

立替金 15,485          前受収益 250,779         

繰延税金資産 195,000         賞与引当金 345,475         

貸倒引当金 200 △          

固定負債 374,417         

固定資産 10,094,347      

リース債務 192,506         

有形固定資産 7,941,628       入室保証金 45,908          

建物 1,964,035       退職給付引当金 136,003         

構築物 27,297          

機械装置 55,158          

工具器具備品 46,949          

土地 5,585,493       負  債  合  計 5,973,108       

リース資産 262,697         純　資　産　の　部

無形固定資産 710,491         株主資本 9,746,156       

借地権 615,116         

ソフトウェア 94,685          資本金 2,840,000       

リース資産 690             

資本剰余金 2,579,111       

投資その他の資産 1,442,228       資本準備金 2,578,169       

投資有価証券 131,985         その他資本剰余金 942             

関係会社株式 1,083,000       

出資金 60,500          利益剰余金 4,327,045       

長期差入保証金 148,436         利益準備金 94,160          

繰延税金資産 18,307          その他利益剰余金 4,232,885       

繰越利益剰余金 4,232,885       

評価・換算差額等 75,292          

その他有価証券評価差額金 75,292          

純　資　産  合  計 9,821,447       

資  産  合  計 15,794,556      負債及び純資産合計 15,794,556      

第３６期決算公告



損益計算書(自 平成25年4月1日　至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

科     目 金    額

 売   上   高 34,800,608      

 売  上  原  価 30,598,375      

売 上 総 利 益 4,202,233       

 販売費及び一般管理費 1,598,179       

営 業 利 益 2,604,054       

 営  業  外  収  益

受 取 利 息 配 当 金 97,144          

雑 収 入 42,353          139,497         

 営  業  外  費  用

支 払 利 息 125,405         

雑 損 失 4,858           130,262         

経 常 利 益 2,613,288       

 特   別    損   失

固 定 資 産 除 却 損 6,394           

6,394           

税 引 前 当 期 純 利 益 2,606,894       

1,023,343       

20,354          1,043,697       

当 期 純 利 益 1,563,198       

法 人 税 等 調 整 額

法人税・住民税及び事業税



重要な会計方針に関する注記

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

期末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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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）

商品
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）

貯蔵品
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（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法)
によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）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
によっております。

(3) 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おります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号
「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３． 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売掛債権、その他これに準ずる債権の貸倒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検討し、回収不能
見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 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及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
会計基準変更時差異は15年による均等額を費用処理しております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しており
ます。
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による定額法により、
按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理をすることとしております。

４． 収益及び費用の計上基準
請負工事の収益計上基準について、請負金額１億円以上の請負工事については工事進行基準により、
その他の請負工事については、工事完成基準によっております。

５． その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

個　別　注　記　表



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

関係会社株式 千円

（注）1. 関係会社株式のうち3,000千円は、当該関係会社が有する借入金に対し、

担保に供しております。

２． 有形固定資産の減価償却累計額 千円

３． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債権 千円

金銭債務 千円

４． 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 千円

年金資産 千円

未積立債務 千円

会計基準変更時差異 千円

未認識数理計算上の差異 千円

未認識過去勤務債務 千円

（未認識債務　計） ( 千円 )

退職給付引当金残高 千円

５． 記載金額の千円未満は四捨五入して表示している。

税効果会計に関する注記

１． 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は、次のとおりであります。

（繰延税金資産）

未払事業税・事業所税 千円

賞与引当金 千円

未払費用（社会保険料） 千円

退職給付引当金 千円

減価償却超過額 千円

一括償却資産 千円

ソフトウェア償却費 千円

貸倒引当金（一括） 千円

固定資産評価損 千円

減損損失 千円

有価証券評価損 千円

有価証券譲渡損益調整 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 千円

繰延税金資産合計 千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 千円

繰延税金負債合計 千円

繰延税金資産の純額 千円

34,119

343

3,807

71

12,467

50,458

123,127

48,472

3,000

42,716

4,479,357

1,557,129

△ 8,205,858

6,694,671

△ 1,511,187

3,598

18,034

357,196

143,882

1,089

933,560

△ 678,559

255,001

△ 41,693

△ 41,693

213,307

1,620,138

△ 279,073

1,375,184

△ 136,003

171,016



関連当事者との取引に関する注記

１． 親会社 （単位：千円）

被所有 資金の回収
間接100％ 利息の受取

（注1）

被所有
間接100％

被所有 資金の返済
直接100％ 利息の支払

（注3）

取引条件及び取引条件の決定方法等

注１ 資金の貸付金利については、市場金利を勘案して決定しております。

注２ 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

注３ 借入金の金利については、市場金利を勘案して決定しております。

注４ 取引金額には消費税等を含めておりません。

２． 子会社 （単位：千円）

所有
直接100％

取引条件及び取引条件の決定方法等

注１ 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

注２ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

３． 兄弟会社 （単位：千円）

会社等の名称 議決権等の所有 関連当事者
又は氏名 （非所有）割合 との関係

取引条件及び取引条件の決定方法等

注１ 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

注２ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

１株当たり情報に関する注記

１． １株当たり純資産額 円 26 銭

２． １株当たり当期純利益 円 26 銭

属性

議決権等の所有
（被所有）割合

8,471,966
親会社

科目
関連当事者
との関係

取引の内容

㈱長谷工
コーポレーション

資金の貸付

属性
会社等の名称

又は氏名
期末残高

取引金額
　　（注4）

111,633

－ －

10,750,000

95,103

親会社 － －192,000
㈱長谷工
アネシス

業務委託費用
　　 （注2）役員の兼任

業務委託

親会社
㈱長谷工
ＭＭＢ

資金の借入 － －

属性
会社等の名称 議決権等の所有 関連当事者

取引の内容
取引金額

　　（注2）
科目 期末残高

又は氏名 （被所有）割合 との関係

子会社 役員の兼任
業務委託費用
　　　（注1）

9,173,389 営業未払金 822,215㈱長谷工ライフ

取引の内容
取引金額

　　（注2）
科目 期末残高

親会社の
子会社

役員の兼任
㈱長谷工

システムズ
なし

リース資産の取得 112,124

13,095

2,084

リース債務
（流動）

82,179

リース料の支払
       （注1）

119,001
リース債務
（固定）

180,359
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