
機動建設工業株式会社
（単位：円）

金　額 金　額
流　動　資　産 流　動　負　債

現金及び預金 1,013,919,687 支払手形 1,055,284,920
受取手形 261,787,525 工事未払金 696,175,593
完成工事未収入金 1,416,052,682 未払金 13,191,281
未成工事支出金 394,841 未払費用 24,467,965
材料貯蔵品 8,452,035 未払法人税等 12,200,299
前払費用 12,254,019 未成工事受入金 35,254,000
未収入金 185,022,199 預り金 3,739,768
預け金 966,485 前受収益 6,525,678
その他 1,371,995 工事損失引当金 6,200,000

2,900,221,468 賞与引当金 96,623,015
役員賞与引当金 14,700,000
支払補償引当金 11,500,000

固　定　資　産 その他 162,627,351
　有形固定資産 2,138,489,870

建物・構築物 521,262,160
機械　 63,716,244 固　定　負　債
工具器具・備品 27,228,678 長期未払金 8,417,400
土地 2,311,782,841 預り保証金 42,625,414

有形固定資産計 2,923,989,923 役員退職慰労引当金 37,362,084
完成工事補償引当金 231,054,099

319,458,997
　無形固定資産

ソフトウェア 9,521,822 2,457,948,867
電話加入権 15,180,000

無形固定資産計 24,701,822 株主資本
　資本金 83,303,500
　資本剰余金

　投資その他の資産 資本準備金 13,303,500
投資有価証券 12,897,600 その他資本剰余金 2,344,928,877
関係会社株式 90,000,000
出資金 28,000 資本剰余金合計 2,358,232,377
破産更生債権等 197,302,687
差入保証金 19,096,443 　利益剰余金
投資不動産 41,501,985 利益準備金 25,799,287
繰延税金資産 83,896,748 その他利益剰余金
その他 3,661,706 　繰越利益剰余金 1,174,711,664
貸倒引当金 △ 197,302,687 利益剰余金合計 1,200,510,951

251,082,482
3,642,046,828

3,199,774,227
3,642,046,828

6,099,995,695 6,099,995,695

流動負債合計

貸　借　対　照　表
（平成３１年３月３１日現在）

科　　目 科　　目

流動資産合計

資　産　の　部 負　債　の　部

固定負債合計

資　産　合　計 負債・純資産合計

負　債　合　計

株主資本合計
固定資産合計

純資産合計

純　資　産　の　部

投資その他の資産計



個　別　注　記　表

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　①子会社株式
　　　移動平均法による原価法

　　②その他有価証券
　　　１）時価のないもの
　　　　　移動平均法による原価法

（２）たな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（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　　　材料貯蔵品
　　　先入先出法による原価法（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（リース資産除く）
　　　本社ビル及び平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに
　　平成28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、
　　その他については定率法によっております。

　　　主な耐用年数　建物・構築物　15年～38年

　　②無形固定資産（リース資産除く）
　　　定額法によっております。
　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、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おります。

　　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を採用しております。

（４）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
　　益として処理しております。

（５）重要な引当金の計上基準
　　①貸倒引当金
　　　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過去一定期間における貸
　　倒実績から算出した貸倒実績率による繰入額を計上し、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て必要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に要する費用に充てるため、将来の補償見込額を計上し
　　ております。

　　③工事損失引当金
　　　個別工事により、将来発生見込みのある損失額を勘案し計上しております。

　　④賞与引当金
　　　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち事業年度末日に負担
　　すべき費用を見積計上する見積計上基準により計上しております。

　　⑤役員賞与引当金
　　　役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち事業年度末日に負担
　　すべき費用を見積計上する見積計上基準により計上しております。

　　⑥役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員等退職慰労金規定に基づく当事業年度末
　　要支給額を計上しております。

　　⑦支払補償引当金
　　　機械の補償契約に基づく補償金の支払いに備えるためのものであります。



（６）完成工事高の計上基準
　　　完成工事高の計上は、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おります。
　　　なお、工事進行基準による完成工事高は、5,759,117千円であります。

（７）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消費税等の処理方法
　　　税抜方式によっております。

２．表示方法の変更
　　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日。 
　　以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資
　　その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

３．貸借対照表関係

（１）担保に供している資産
現金及び預金 ５３２，８１８千円
建物・構築物 ５０７，４５３千円
土　　　　地 ２，３０７，１２１千円
関係会社株式 ９０，０００千円
投資不動産 ４１，５０１千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額 ４，４５０，０４９千円

（３）保証債務
　　　　当社の親会社である機動グローバルホールディングス株式会社の債務に対し、
　　　次のとおり保証しております。

借入債務 １，９８０，０００千円
上記借入債務にかかる金利スワップに対しても保証しております。

（４）期末満期手形の会計処理
　　　　手形交換日をもって会計処理しております。
　　　　なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末満期手形が期末
　　　残高に含まれております。　

受取手形 ２，８５１千円
支払手形 １２７，３５２千円

（５）関係会社に対する金銭債権、金銭債務

短期金銭債権 ２８１，６１８千円
短期金銭債務 １，５６２千円

４．税効果会計関係
（１）繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 ６２，３１８千円
完成工事補償引当金 ７７，６１１千円
賞与引当金 ３２，４５５千円
退職給付引当金 ２，８２７千円
減損損失 ４０９，３７４千円
繰越欠損金 １８７，３３６千円
子会社株式評価損 ３６，７１８千円
その他 ３５，９５１千円
繰延税金資産小計 ８４４，５９３千円
評価性引当金 ▲７６０，６９７千円
繰延税金資産合計 ８３，８９６千円



５．関連当事者との取引関係

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
　1.　資金の貸付、借入に係る利率については、市場金利を勘案した利率をもとに決定しております。
　2.　建設工事の受注については、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おります。
　3.　建設材料等の販売及び購入については、価格その他の取引条件は、市場価格に基づいて価格交渉を
　　行い、一般的取引条件と同様に決定しております。
　4.　合同会社プロスペクト成田神崎は、同社の親会社である株式会社プロスペクトが平成31年３月29日
　　時点で当社の全株式を譲渡し、当社は連結の範囲から外れることになったため、関連当事者に該当す
　　る期間における取引金額及び期間末における残高を記載しております。

６．１株当たり情報

１株当たり純資産額 ８７，６２２円９２銭
１株当たり当期純利益金額 ７，５８５円５１銭

７．当期純利益金額

　　　315,291千円

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

同一の親会社
を持つ会社

(同)プロスペ
クト成田神崎

－
建設工事の

受注
売上高 528,300千円

完成工事
未収入金

47,800千円

子会社
国際エンジ
ニアリング㈱

所有
直接100%

建設工事の
受注

売上高 55,898千円

完成工事原価 14,992千円

完成工事
未収入金

2,959千円

賃貸不動産等
収入

1,752千円 － －

工事未払金 1,416千円

業務委託収入 240千円 － －

子会社
台湾機動建設
工程股份有限

公司

所有
直接88.89%

建設材料等の
販売・購入
役員の兼務

売上高 14,266千円
完成工事
未収入金

6,500千円

売掛金の回収 5,820千円 更生債権等 197,178千円
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