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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1)連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 39,463 (31.5) 824 (680.6) 821 (623.4)

17年９月中間期 30,010 (4.0) 105 (△79.9) 113 (△77.0)

18年３月期 84,152 (1.8) 1,346 (△14.9) 1,311 (3.6)

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 48 (6.1) 2 25  －

17年９月中間期 46 (△39.4) 2 12  －

18年３月期 491 (140.3) 21 80  －

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 16百万円 17年９月中間期 26百万円 18年３月期 45百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 21,713,402株 17年９月中間期 21,714,227株 18年３月期 21,714,017株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態  

 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

18年９月中間期 66,868 9,326 13.1 404 52

17年９月中間期 65,963 8,264 12.5 380 59

18年３月期 71,870 9,487 13.2 436 08

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 21,713,183株 17年９月中間期 21,713,900株 18年３月期 21,713,790株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
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

18年９月中間期 △1,887 △179 △970 4,513

17年９月中間期 △3,206 △474 △1,433 3,523

18年３月期 358 △489 △956 7,550

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　（除外） －社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 91,000  1,750  470  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 21円65銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団等の状況

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、主として建設事業を営んでおり、親会社（小田急電鉄㈱）から建

設工事の一部を受注しております。

また、当社、連結子会社（ケンキー工業㈱、小田急設備㈱）、持分法適用関連会社（㈱フラッグス）および持分法

非適用関連会社（㈱フラッグスビジョン）が営んでいる主な事業内容とその企業集団における位置付け並びに事業の

種類別セグメントとの関連を示せば次のとおりであります。

建設事業は、当社、ケンキー工業㈱、小田急設備㈱が営んでおり、当社は、ケンキー工業㈱および小田急設備㈱に

対して工事の一部を発注しております。なお、ケンキー工業㈱は、建設資機材の賃貸・販売等を行っており、当社は、

その一部を賃借・購入しております。

不動産事業は、主として当社および㈱フラッグスが営んでおり、当社は、㈱フラッグスに対して土地を賃貸してお

ります。また、㈱フラッグスは、㈱フラッグスビジョンに建物の一部を賃貸しております。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

得       意       先 

小田急電鉄㈱（親会社) 

建 設 事 業 不 動 産 事 業 

建 設 事 業 

(子会社) 

 ケンキー工業㈱ 

 小田急設備㈱ 

不動産事業 

(関連会社） 

 ㈱フラッグス 

(関連会社) 

 ㈱フラッグスビジョン 

工事施工・ 

建設資材の 

賃貸・販売 

工事施工 

工事施工 

工事発注 

工事発注 

工事施工・ 

建設資材の 

賃貸・販売 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 

不動産の賃貸等 広告宣伝 
当     社 
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社グル－プは、お客様の期待とニ－ズに的確にお応えして、お客様の満足度を高めることを経営の基本姿勢とし、

建設事業、不動産事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。当社グル－プは、これを実現するため、企画提案

力、施工力、技術力の向上に注力してまいります。また、株主の皆様の期待にお応えするため、効率経営の徹底およ

び収益性の向上による経営基盤の強化、経営情報の適時開示を推進し、企業グル－プの価値の最大化に努めてまいり

ます。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、内部留保の充実を図りながら、財務体質の改善に努めるとともに、収益力の向上に向けて経営基

盤の強化を図り、株主の皆様に安定した配当を継続していくことを利益配分の基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に

取り組んでまいります。

（３）目標とする経営指標

　当社グループが安定経営を持続していくため、中期的に目標とする経営指標として、平成17年度から平成21年度ま

でとする「経営５ヵ年計画」の最終年度において、提出会社の受注高および完工高で700億円以上、当期純利益で５億

円以上の確保を目指しております。

（４）中長期的な会社の経営戦略

　今後のわが国経済は、海外経済の減速など懸念材料はあるものの、引き続き民需主導による景気回復が持続してい

くと見込まれます。建設市場においては、民間建設投資の増加が期待されるものの、公共投資の継続的な減少と競争

の激化により、依然として厳しい経営環境が継続するものと推察されます。

　このような状況のもと、当社グループは「経営５ヵ年計画」において、小田急のブランドを冠する総合建設サービ

ス企業として、お客さまの満足を実現するため、「信頼ある品質」「競争力ある価格」を基本に、「価値ある企画」

「質の高いサービス」を提供するとともに、首都圏および小田急線沿線を核として、優位分野の確立による受注拡大、

安定経営に向けた収益力と競争力の強化を目指してまいります。

（５）会社の対処すべき課題

　当社グループは、中長期的な経営戦略にある、優位分野の確立による受注拡大、安定経営に向けた収益力と競争力

の強化を目指し、「経営５ヵ年計画」に基づく諸施策に、一丸となって取り組んでまいります。

　受注につきましては、受注の安定化と収益性の向上を目指し、企業総合力の結集と総合企画提案能力の強化、優位

分野である小田急線沿線への地域密着型営業の強化、維持・補修・改修分野における事業の拡大、公共工事における

総合評価方式への対応力強化等により、市場の開拓と顧客満足の向上を進めてまいります。

　施工につきましては、価格競争力の強化と収益の確保を図るため、施工プロセス管理の強化、施工コストの低減、

原価管理の厳密化等をさらに推し進めてまいります。また、団塊世代の大量退職に対する技術力の継承・維持策を実

施してまいります。

　情報化等につきましては、作業所をネットワークする新原価管理・財務会計システム等の構築を推進し、情報技術

の活用による業務の迅速化と情報のオープン化を進めてまいります。

　ＣＳＲ（企業の社会的責任）につきましては、積極的なＩＲ情報の公開に向け、情報開示委員会を設置することに

より、適時かつ適切な情報開示に努めるとともに、コンプライアンス体制の維持および内部監査体制の強化により、

会社法等関係法令への適切な対応、内部統制システムの整備等に取り組んでまいります。また、品質・環境への取り

組みにつきましては、ISO規格に基づく品質環境マネジメントシステムの確実な運用と改善により、確かな品質の提供

と環境保全に対する社会的責務の遂行に努めるとともに、環境報告書の継続的な発行を通じて、環境保全活動の情報

開示の充実に努めてまいります。
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（６）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等                                                              （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合(％)(注)

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等

小田急電鉄㈱ 親会社
47.4

(3.3)
㈱東京証券取引所　市場第一部

（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

Ⅰ親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係

　当社の親会社は小田急電鉄㈱（平成18年９月30日現在、当社株式のうち44.1％を直接保有、3.3％を間接保有す

る大株主）であります。当社の親会社である小田急電鉄㈱の企業グループは、子会社76社および関連会社９社で

構成され、運輸業を中心に、流通業、不動産業、建設業等の事業活動をしております。また、当社は親会社等の

小田急電鉄グループ各社から建設工事の一部受注をしております。

　当社役員10名のうち、４名が親会社の取締役を兼務しており、親会社からの出向者受入者は20名であります。

　（役員の兼務状況）

当社における役職 氏名  小田急電鉄㈱における役職

代表取締役 雪竹　正英 取締役

取締役 山木　利満 代表取締役副社長

監査役 早野　実 常務取締役

監査役 間瀬　卓正 常務取締役

Ⅱ親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等の企業グループと

の取引や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等

　親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約はありません。親会社等の企業グループに属するこ

とで、親会社等の小田急電鉄グループ各社からの安定受注、ブランド力による首都圏および小田急線沿線を核と

した受注拡大が図れるものと考えております。

Ⅲ親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社グループの営業活動は親会社等との取引を含めすべて受注によるもので、他社との競争環境におかれてお

ります。また自ら経営判断をしており、一定の独立性を確保した事業活動を行っております。

③親会社等の取引に関する事項

区分

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％）

売上高 30,010 100.0 39,463 100.0

小田急電鉄㈱への売上高 8,391 28.0 14,341 36.3
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３．経営成績及び財政状態

（１）当中間期の概況

 
前中間連結会計期間

（百万円）

当中間連結会計期間

（百万円）

増減率

（％）

売        上         高 30,010 39,463 31.5

営     業     利     益 105 824 680.6

経     常     利     益 113 821 623.4

中   間    純    利   益 46 48 6.1

１株当たり中間純利益（円） 2.12 2.25 －

　当中間連結会計期間のわが国経済は、企業の設備投資がけん引し、個人消費も回復傾向にあり景気は緩やかに拡大

してまいりました。しかしながら量的緩和政策解除後の金利の先高感、原油価格高騰の長期化および米国景気の減速

感などの不安材料もあり、先行きは依然として不透明感が残る状況で推移いたしました。

　当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資の減少傾向に加え、競争環境の激化により

低調に推移いたしました。一方、民間建設投資は国内企業の収益改善に伴い持ち直しを見せており、比較的好調に推

移いたしました。

　このような状況のもとで、当社グループでは優位分野の確立による民間工事の受注拡大、業界水準以上の競争力の

獲得を図るべく、重点経営課題である「小田急線沿線における受注の拡大」、「維持・補修・改修分野における事業

の拡大」、「収益力とコスト競争力の強化」、「総合力の結集による顧客の開拓」を円滑に推進するため、官庁営業

および小田急線沿線の営業体制の整備、リニューアル工事の受注体制および施工体制の整備、積算業務体制の整備な

らびに支店および営業所の整備等を行いました。

　当中間連結会計期間における総売上高につきましては、主に民間建築の完成工事が増加したことにより、前年同期

比31.5％増の394億６千３百万円となりました。

　利益につきましては、完成工事の増加に伴う増益により、営業利益は前年同期比大幅増の８億２千４百万円となり、

経常利益につきましても前年同期比大幅増の８億２千１百万円となりました。また、当中間連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」を早期適用したことにより販売用不動産において評価損を計上したため、中間純利益

は前年同期比6.1％増の４千８百万円にとどまりました。

　なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。

　事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。

（建設事業）

　売上高につきましては、完成工事物件の増加により、前年同期比32.4％増の390億１千３百万円となりました。営業

利益につきましても、前年同期比大幅増の５億９千９百万円となりました。

（不動産事業）

　売上高につきましては、販売用不動産の売却の減少により前年同期比17.6％減の４億４千９百万円となりました。

営業利益につきましては、売却に伴う損失が減少したことにより、前年同期比大幅増の２億２千４百万円となりまし

た。
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（２）通期の見通し

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、引き続き民間設備投資の好調な推移などから、景気は安定的成長が続

くと見込まれております。しかしながら原油価格高騰の長期化、素材価格の上昇および米国経済の減速感など、依然

として不安材料を抱えたまま推移するものと思われます。

　建設業界を取り巻く環境におきましても、好調な企業業績を背景とした民間建設投資に期待が持たれますが、公共

投資は縮小傾向の継続が予測されることから全体として厳しい受注環境が続くものと予想されます。

　これらにより、通期の見通しとしましては、受注高820億円、売上高910億円、経常利益17億５千万円、当期純利益

４億７千万円をそれぞれ予想しております。

（３）財政状態

 
前中間連結会計期間

（百万円）

当中間連結会計期間

（百万円）

増減

（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,206 △1,887 1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー △474 △179 294

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,433 △970 463

現金及び現金同等物の増減額 △5,114 △3,037 2,076

現金及び現金同等物の増減額の期末残高 3,523 4,513 989

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ９億

８千９百万円増加（前年同期比28.1％増）し、当中間連結会計期間末には45億１千３百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は18億８千７百万円（前年同期比41.1％減）となりました。これは、税金等調整前中

間純利益４億８千万円、売上債権の減少19億３千６百万円、未成工事受入金の増加10億７千７百万円などにより資金

が増加したのに対し、仕入債務の減少38億８千９百万円、未成工事支出金の増加15億３千５百万円などにより資金が

減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は１億７千９百万円（前年同期比62.2％減）となりました。これは有形固定資産の取

得による支出１億７千４百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は９億７千万円（前年同期比32.3％減）となりました。これは借入金の純減額８億６

千万円、配当金の支払１億８百万円などによるものです。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 11.4 11.4 13.2 13.1

時価ベースの自己資本比率（％） 11.2 10.9 11.1 10.2

債務償還年数（年） － 6.9 55.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 12.6 1.6 －

（注）　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

        債務償還年数：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

　平成16年３月期、平成18年９月期の中間連結会計期間におきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動

によるキャッシュ・フローがいずれもマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについ

ては記載しておりません。

（４）事業等のリスク

　当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるリスクについては、次のようなものがありま

す。当社グループは以下のリスクを認識したうえで、発生の抑制・回避および発生した場合の対応に努めてまいりま

す。

①親会社との関係について

　当社の親会社は小田急電鉄㈱（平成18年９月30日現在、当社株式のうち44.1％を直接保有、3.3％を間接保有する大

株主）であり、建設工事の一部受注をしております。親会社への売上高および人的関係につきましては４ページを参

照して下さい。

②資材価格の変動

　当社グループは、主として建設業を営んでおります。そのため、鋼材等の原材料および原油価格高騰に伴う石油二

次製品等の急激な高騰は、請負代金に反映させることが困難な場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

③官公庁工事の減少

　予想を上回る公共事業の削減が行われた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④取引先の倒産等

　当社グループは受注先の与信管理の充実・強化に努めていますが、受注契約時から入金されるまでの間、相手先の

信用リスクを抱えているため、受注先の予期せぬ経営・財務状態の悪化により、債権等の回収が困難となる事態が発

生する可能性があります。

⑤製品の欠陥

　品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任による損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑥資産保有

　営業活動上の必要性から、不動産・有価証券等の資産を保有しております。時価の急激な下落が、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)
対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金預金 1,975 1,903 2,052

受取手形・
工事未収入金等

※４ 17,305 22,237 24,174

販売用不動産 2,727 1,474 1,877

未成工事支出金 13,407 9,920 8,385

その他棚卸資産 275 267 261

繰延税金資産 865 469 874

預け金 1,547 2,609 5,497

その他流動資産 1,397 1,086 923

貸倒引当金 △22 △47 △57

流動資産合計 39,479 59.9 39,922 59.7 442 43,990 61.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物・構築物 ※１ 2,812 2,655 2,725

機械・運搬具・
工具器具備品

※１ 185 244 262

土地
※２
※３

14,433 17,431 14,438 17,338 △92 14,438 17,425

２．無形固定資産

電話加入権 21 21 21

その他 1 22 0 21 △0 0 21

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 7,329 8,325 9,416

繰延税金資産 644 269 －

その他投資等 1,065 997 1,023

貸倒引当金 △9 9,030 △7 9,585 555 △7 10,432

固定資産合計 26,484 40.1 26,945 40.3 461 27,880 38.8

資産合計 65,963 100.0 66,868 100.0 904 71,870 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形・
工事未払金等

※４ 20,467 23,391 27,281

短期借入金 ※２ 13,311 12,239 11,956

未成工事受入金 12,160 9,434 8,357

引当金 30 120 109

その他流動負債 632 703 1,142

流動負債合計 46,602 70.7 45,890 68.6 △712 48,846 68.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)
対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 6,000 6,688 7,832

繰延税金負債 － － 200

退職給付引当金 2,935 2,977 2,912

役員退職慰労引当金 122 96 120

再評価に係る繰延税
金負債

※３ 1,192 1,582 1,582

その他固定負債 305 305 305

固定負債合計 10,556 16.0 11,650 17.5 1,094 12,954 18.0

負債合計 57,159 86.7 57,541 86.1 382 61,800 86.0

（少数株主持分）

少数株主持分 540 0.8 － － － 582 0.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金  1,086 1.6 － － － 1,086 1.5

Ⅱ　資本剰余金 1,561 2.4 － － － 1,561 2.2

Ⅲ　利益剰余金 2,610 4.0 － － － 3,056 4.2

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３ 1,737 2.6 － － － 1,346 1.9

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

1,270 1.9 － － － 2,438 3.4

Ⅵ　自己株式  △1 △0.0 － － － △1 △0.0

資本合計 8,264 12.5 － － － 9,487 13.2

負債、少数株主持分及
び資本合計

65,963 100.0 － － － 71,870 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 － － 1,086 1.6 － － －

資本剰余金 － － 1,561 2.3 － － －

利益剰余金 － － 2,978 4.5 － － －

自己株式 － － △1 △0.0 － － －

株主資本合計 － － 5,624 8.4 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ － 1,812 2.7 － － －

土地再評価差額金 ※３ － － 1,346 2.0 － － －

評価・換算差額等
合計

－ － 3,159 4.7 － － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 543 0.8 － － －

純資産合計 － － 9,326 13.9 － － －

負債純資産合計 － － 66,868 100.0 － － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 29,463 39,013 82,864

兼業事業売上高 546 30,010 100.0 449 39,463 100.0 9,453 1,288 84,152 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 26,769 35,818 76,232

兼業事業売上原価 412 27,181 90.6 174 35,992 91.2 8,811 1,077 77,310 91.9

売上総利益

完成工事総利益 2,694 3,195 6,631

兼業事業総利益 133 2,828 9.4 275 3,471 8.8 642 210 6,842 8.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,723 9.0 2,646 6.7 △76 5,496 6.5

営業利益 105 0.4 824 2.1 718 1,346 1.6

Ⅳ　営業外収益

受取利息 4 8 5

受取配当金 48 43 89

持分法による投資利益 26 16 45

雑収入 40 119 0.4 49 118 0.3 △1 49 190 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 111 121 225

雑支出 0 112 0.4 0 121 0.3 9 0 225 0.3

経常利益 113 0.4 821 2.1 707 1,311 1.6

Ⅵ　特別利益

前期損益修正益  ※２ － 13 0

投資有価証券売却益 0 － 0

その他 0 0 0.0 1 14 0.0 14 163 163 0.1

Ⅶ　特別損失

前期損益修正損 0 － 0

固定資産売却等損 ※３ 2 0 8

販売用不動産評価損 － 346 357

訴訟費用 21 6 96

その他 8 32 0.1 0 354 0.9 322 62 525 0.6

税金等調整前中間（当
期）純利益

81 0.3 480 1.2 399 948 1.1

法人税、住民税及び事業
税

164 26 574

過年度法人税、住民税及
び事業税

△52 25 △56

法人税等調整額 △67 45 0.2 386 438 1.1 393 △58 459 0.5

少数株主損失(△) △9 △0.1 △6 △0.0 2 △2 △0.0

中間（当期）純利益 46 0.2 48 0.1 2 491 0.6
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,561 1,561

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高 1,561 1,561

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,684 2,684

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 46 46 491 491

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 108 108

２　取締役賞与金 11 119 11 119

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 2,610 3,056

－ 11 －



中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高         （百万円） 1,086 1,561 3,056 △1 5,702

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △108  △108

役員賞与（注）   △18  △18

中間純利益   48  48

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の

変動額（純額）
    －

中間連結会計期間中の変動額合計 （百万円） － － △77 △0 △78

平成18年９月30日　残高　　     （百万円） 1,086 1,561 2,978 △1 5,624

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証

券評価差額金

土地再評

価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高　       （百万円）

　　　
2,438 1,346 3,785 582 10,070

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   －  △108

役員賞与（注）   －  △18

中間純利益   －  48

自己株式の取得   －  △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の

変動額（純額）
△625  △625 △39 △665

中間連結会計期間中の変動額合計 （百万円） △625 － △625 △39 △743

平成18年９月30日　残高         （百万円） 1,812 1,346 3,159 543 9,326

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ   営業活動によるキャッシュ・

フロー

税金等調整前中間（当期）

純利益
81 480 948

減価償却費 128 141 279

貸倒引当金の増加・減少

（△）額
24 △9 57

退職給付（慰労）引当金の

増加額
144 40 119

完成工事補償引当金の減少

（△）・増加額
△52 11 26

受取利息及び配当金 △52 △52 △95

支払利息 111 121 225

販売用不動産評価損 － 346 357

有形固定資産売却等損 2 0 8

投資有価証券売却益 △0 － △0

売上債権の減少・増加

（△）額
6,294 1,936 △574

販売用不動産の減少額 297 56 789

未成工事支出金の増加額 △6,347 △1,535 △1,325

その他棚卸資産の減少・増

加（△）額
3 △5 16

その他資産の増加額 △648 △132 △171

仕入債務の減少（△）・増

加額
△4,432 △3,889 2,381

未払金の増加額 51 11 18

未成工事受入金の増加・減

少(△)額
3,527 1,077 △275

未払消費税等の減少額 △421 － △421

その他負債の減少（△）・

増加額
△919 8 △712

持分法による投資損益 △26 △16 △45

取締役賞与金の支払額 △11 △18 △11

少数株主に負担させた取締

役賞与金の支払額
△3 △1 △3

小計 △2,248 △1,427 821 1,590
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前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）
金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 57 60 90

利息の支払額 △110 △124 △219

法人税等の支払額 △904 △395 △1,102

営業活動によるキャッシュ・

フロー
△3,206 △1,887 1,318 358

Ⅱ　 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
△500 △174 △541

有形固定資産の売却による

収入
18 0 23

投資有価証券の取得による

支出
△1 △0 △37

投資有価証券の売却による

収入
7 － 7

その他投資等による収入 1 － 58

その他投資等による支出 － △5 －

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△474 △179 294 △489

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ・

フロー

短期借入金の純増減額 △71 126 △839

長期借入れによる収入 － － 3,052

長期借入金の返済による支

出
△1,252 △986 △3,059

自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

配当金の支払額 △108 △108 △108

少数株主への配当金の支払

額
△1 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・

フロー
△1,433 △970 463 △956

Ⅳ　 現金及び現金同等物の増減額 △5,114 △3,037 2,076 △1,087

Ⅴ　 現金及び現金同等物の期首残

高
8,637 7,550 △1,087 8,637

Ⅵ　 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
※ 3,523 4,513 989 7,550
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１.連結の範囲に関する事項 連結子会社（２社）

ケンキー工業㈱

小田急設備㈱

連結子会社（２社）

同左

連結子会社（２社）

同左

２.持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社（１社） (1)持分法適用の関連会社（１社） (1)持分法適用の関連会社（１社）

㈱フラッグス 同左 同左

(2)持分法非適用関連会社

関連会社（㈱フラッグスビジョ

ン）は、中間連結純損益及び連

結利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。

(2)持分法非適用関連会社

同左

(2)持分法非適用会社

関連会社（㈱フラッグスビジョ

ン）は、連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用か

ら除外しております。

３.連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

連結子会社の中間決算日は中間連結

財務諸表提出会社と同一であります。

同左 連結子会社の決算日は連結財務諸表

提出会社と同一であります。

４.会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

主として中間期末前１か月の

市場価格の平均に基づく時価

法

（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しており

ます）

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

主として中間期末前１か月の

市場価格の平均に基づく時価

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してお

ります）

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

主として期末前１か月の市場

価格の平均に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しており

ます）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

その他棚卸資産（材料、貯蔵品）

移動平均法による低価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

算定しております）

未成工事支出金

棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

その他棚卸資産（材料、貯蔵品）

移動平均法による低価法

個別法による原価法

その他棚卸資産（材料、貯蔵品）

移動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

算定しております）

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が平成20年３月31日以

前に開始する連結会計年度に係る連

結財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当中間連結会計

期間から同会計基準を適用しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

この結果、税金等調整前中間純利益

が346百万円減少しております。

なお、未成工事支出金につきまして

は工事損失引当金により対応してお

ります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただ

し、賃貸事業用倉庫については定

額法を採用しております。

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おります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、全

ての債権について個別に回収可能

性を検討して計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

前連結会計年度末引当金の当中間

連結会計期間末残高に、実績繰入

率による将来の見積補償額を加算

して計上しております。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事にかかる瑕疵担保等の費

用に充てるため、実績繰入率によ

る将来の見積補償額を計上してお

ります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額287百万円は、

未成工事支出金から直接控除して

おります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額271百万円は、

未成工事支出金から直接控除して

おります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額586百万円は、

未成工事支出金から直接控除して

おります。

────── 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結

会計年度における支給見込額の当

中間連結会計期間負担額を計上し

ております。

──────

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(3,414

百万円)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、主としてその発

生時の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

率法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計

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

(10年)による定率法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとして

おります。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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。

なお、会計基準変更時差異(3,414

百万円)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、主としてその発

生時の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

率法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計

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

(10年)による定率法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとして

おります。

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の

支給に備えて内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の

支給に備えて内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・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。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

事項

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

なお、工事進行基準による完成工

事高は15,648百万円であります。

なお、工事進行基準による完成工

事高は19,438百万円であります。

なお、工事進行基準による完成工

事高は32,451百万円であります。

消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産の「そ

の他流動資産」に含めて表示して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

8,783百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

──────

追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

工事損失引当金

中間期末受注残高のうち、将来発生が見込ま

れる損失に金額的重要性が増してきたため、

当中間連結会計期間より当該損失見積額を工

事損失引当金として計上しております。

この結果、完成工事原価が287百万円増加し、

営業利益、経常利益が287百万円減少し、税

金等調整前中間純利益が、287百万円減少し

ております。

────── 工事損失引当金

期末受注残高のうち、将来発生が見込まれる

損失に金額的重要性が増してきたため、当連

結会計年度より当該損失見積額を工事損失引

当金として計上しております。

この結果、完成工事原価が586百万円増加し、

営業利益、経常利益が586百万円減少し、税

金等調整前当期純利益が、586百万円減少し

ております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,871百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、4,023百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,896百万円であります。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

1,279 124

長期借入金

95

計 1,279 219

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

1,415 81

長期借入金

14

計 1,415 95

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

1,594 123

長期借入金

30

計 1,594 153

なお、土地7,959百万円を関係

会社である㈱フラッグスの金

融機関等からの借入金に対し

て担保提供しております。

なお、土地7,964百万円を関係

会社である㈱フラッグスの金

融機関等からの借入金に対し

て担保提供しております。

なお、土地7,964百万円を関係

会社である㈱フラッグスの金

融機関等からの借入金に対し

て担保提供しております。

また、投資有価証券0百万円を

特別目的会社である吹田キャ

ンパスサービス㈱の金融機関

等からの借入金に対して担保

提供しております。

また、投資有価証券0百万円を

特別目的会社である吹田キャ

ンパスサービス㈱の金融機関

等からの借入金に対して担保

提供しております。

※３　事業用土地の再評価 ※３　事業用土地の再評価 ※３　事業用土地の再評価

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

評価に係る繰延税金負債を固定負債

に、土地再評価差額金を資本の部に

それぞれ計上しております。

同左 同左

再評価の方法 再評価の方法 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１号に定める標準地の

公示価格に基づいて、合理的な調整

を行って算出しております。

同左 同左

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日 再評価を行った年月日

平成14年３月31日 平成14年３月31日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の中間連結会計

期間末における時価の合計額は、再

評価後の帳簿価額の合計額より1,951

百万円下回っております。

再評価を行った土地の中間連結会計

期間末における時価の合計額は、再

評価後の帳簿価額の合計額より1,728

百万円下回っております。

再評価を行った土地の連結会計年度

末における時価の合計額は、再評価

後の帳簿価額の合計額より1,951百万

円下回っております。
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※４　     ────── ※４　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。

なお、当中間連結会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が中

間連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 41百万円

支払手形 11百万円

※４　     ──────

　５　保証債務 　５　保証債務 　５　保証債務

㈱マリモ 58百万円

 (手付金等保証)

㈱エス・シージャパン 34百万円

 (手付金等保証)

㈱マリモ 160百万円

 (手付金等保証)

㈱マリモ 142百万円

 (手付金等保証)
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給料手当 1,417百万円

退職給付費用 145百万円

従業員給料手当 1,408百万円

退職給付費用 109百万円

従業員給料手当 2,885百万円

退職給付費用 288百万円

※２　     ────── ※２　前期損益修正益の主な内訳は次

のとおりであります。

※２　     ──────

貸倒引当金戻入益 9百万円

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

機械・運搬具 0百万円

工具器具・備品 1百万円

計 1百万円

建物・構築物 0百万円

機械・運搬具 0百万円

工具器具・備品 0百万円

計 0百万円

機械・運搬具 1百万円

工具器具・備品 2百万円

計 3百万円

　　　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

　　　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

機械・運搬具 0百万円

計 0百万円

機械・運搬具 4百万円

計 4百万円

当社グループの売上高は、通常の営

業の形態として、上半期に比べ下半

期に完成する工事の割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

同左 ──────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

   発行済株式

 　　普通株式 21,720,000 － － 21,720,000

合計 21,720,000 － － 21,720,000

   自己株式

 　　普通株式（注） 6,710 607 － 7,317

合計 6,710 607 － 7,317

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加607株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

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

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 108 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金預金勘定 1,975百万円

現金同等物（預け金） 1,547百万円

現金及び現金同等物 3,523百万円

現金預金勘定 1,903百万円

現金同等物（預け金） 2,609百万円

現金及び現金同等物 4,513百万円

現金預金勘定 2,052百万円

現金同等物（預け金） 5,497百万円

現金及び現金同等物 7,550百万円
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①　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 29,463 546 30,010 － 30,010

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

計 29,463 546 30,010 (－) 30,010

営業費用 29,434 469 29,904 (－) 29,904

営業利益 29 76 105 (－) 105

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業　：不動産の販売及び賃貸に関する事業

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 39,013 449 39,463 － 39,463

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

計 39,013 449 39,463 (－) 39,463

営業費用 38,414 225 38,639 (－) 38,639

営業利益 599 224 824 (－) 824

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業　：不動産の販売及び賃貸に関する事業
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 82,864 1,288 84,152 － 84,152

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － (－) －

計 82,864 1,288 84,152 (－) 84,152

営業費用 81,613 1,193 82,806 (－) 82,806

営業利益 1,251 94 1,346 (－) 1,346

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業　：不動産の販売及び賃貸に関する事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）にお

いて本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）にお

いて海外売上高がないため該当事項はありません。

②　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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③　有価証券

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 4,908 7,100 2,191

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 228

　（注）　当連結会計年度においてその他有価証券で非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

なお、株式の減損処理にあたって50％超下落の場合は、個々の銘柄ごとに合理的な反証をもって回復可能性を

判断し、回復可能性がある場合以外は減損処理を行い、30％以上50％以下の下落の場合には、個々の銘柄ごと

に回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断し、回復可能性の判定の対象になる場合は合理的な根拠をもっ

て判断し、回復可能性が認められない場合には減損処理を行っております。

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 4,911 8,027 3,116

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 298

　（注）　当連結会計年度においてその他有価証券で非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

なお、株式の減損処理にあたって50％超下落の場合は、個々の銘柄ごとに合理的な反証をもって回復可能性を

判断し、回復可能性がある場合以外は減損処理を行い、30％以上50％以下の下落の場合には、個々の銘柄ごと

に回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断し、回復可能性の判定の対象になる場合は合理的な根拠をもっ

て判断し、回復可能性が認められない場合には減損処理を行っております。

（前連結会計年度末）（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 4,911 9,133 4,222

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 282
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④　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）において

当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

380円59銭 404円52銭 436円08銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

2円12銭 2円25銭 21円80銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益 （百万円） 46 48 491

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 18

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (18)

普通株式に係る中間

（当期）純利益
（百万円） 46 48 473

期中平均株式数 （株） 21,714,227 21,713,402 21,714,017

　　  ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

 純資産の部の合計額 （百万円） － 9,326 －

純資産の部の合計額から控除す

る金額
（百万円） － 543 －

（うち少数株主持分） (－) (543) (－)

普通株式に係る中間期末

（期末）の純資産額
（百万円） － 8,783 －

１株当たり純資産額の算定に用

いられた中間期末（期末）の普

通株式の数

（株） － 21,713,183 －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）受注実績

区分

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

受注高（百万円）
構成比
（％）

受注高（百万円）
構成比
（％）

受注高（百万円）
構成比
（％）

建設事業 44,879 100.0 42,907 100.0 82,375 100.0

合　　　計 44,879 100.0 42,907 100.0 82,375 100.0

(2）売上実績

区分

前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日）

売上高（百万円）
構成比
（％）

売上高（百万円）
構成比
（％）

売上高（百万円）
構成比
（％）

建設事業 29,463 98.0 39,013 98.9 82,864 98.5

不動産事業 546 2.0 449 1.1 1,288 1.5

合　　　計 30,010 100.0 39,463 100.0 84,152 100.0

（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は、記載しておりません。
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