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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 3,098  (67.8) 77  (　－　) 75  (　－　)

17年９月中間期 1,847  (△37.2) △4  (　－　) △39  (　－　)

18年３月期 5,014  107  84  

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 81  (　－　) 4  77  －  －  

17年９月中間期 △13  (  －　) △1  08  －  －  

18年３月期 178  14  79  －  －  
（注） ①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 17,060,451株 17年９月中間期 12,062,662株 18年３月期 12,075,815株

③会計処理の方法の変更 無

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であります。

(2）連結財政状態 （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。

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 5,900  3,032  46.5  160  75  

17年９月中間期 4,433  1,047  23.6  86  83  

18年３月期 6,182  2,663  43.1  156  12  
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 17,059,936株 17年９月中間期 12,061,936株 18年３月期 17,061,236株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 210  △343  △246  2,535  

17年９月中間期 △243  167  △35  1,145  

18年３月期 △150  284  1,521  2,914  

(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 ５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 6,400 270 350
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　20円51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、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．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び親会社（株式会社アパマンショップホールディングス）、子会社５社、関連会社１社により構成されております。

　事業は、建設工事の設計、施工、不動産の販売を主にこれらに附帯する保守、サービス等を行っているほか、木材・石材等の加工及び販売、

浴場、損害保険代理店業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業等を営んでおります。

当社の親会社は、ＦＣ（不動産情報ネットワーク）事業、ＰＭ（プロパティマネジメント）事業、ＡＭ（アセットマネジメント）事業を営

むグループ会社の経営管理を行う持株会社であります。

　当社グループの主な事業内容と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

　なお、事業区分は、事業の種類別セグメント情報と一致しております。

　上記の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 

建築・土木工事の設計・施工監理等 

得      

意      

先 

（
顧      

客
） 

住宅建設工事の請負 

不動産の売買・賃貸借・仲介 

損害保険の取扱・マンションの管理 

情報処理サービス・情報提供サービス・ 
在宅介護支援サービス等 
 

国内 

「ＳＺＫＩシステム」の提供 

株式会社鈴木工務店 
 

当     社 

五朋建設株式会社 
 

（子会社） 
 

当 社 グ ル ー プ 

五朋建設株式会社 
 

（子会社） 

株式会社ゆう企画 
 

（子会社） 

株式会社イーケア 
 

（関連会社） 

(注1）株式会社アイマーケット 
 

（子会社） 
 

そ
の
他
の
事
業 

株式会社鈴木工務店 
 

当     社 

(注2)株式会社アパマンショップネットワーク 
 

（親会社の子会社） 

(注2)株式会社アパマンショップホールディングス 
 

（親  会  社） 

 

不動産の売買・賃貸借・仲介 

当  

社 

建設工事の請負及び建設工事の設計・施工の 
コンサルティング業務等の請負 株式会社ＡＳＮアセットマネジメント 

 
（親会社の子会社） 

建    
設 
事 
業 

開 
発 
事 
業 

国外 

浴       場 

木材の加工及び販売 

 

得
意
先(

顧
客)

 

当 

社 

鈴木興業（南京）有限公司 
 

（子会社） 

 

蘇州鈴木温泉旅游開発有限公司 
 

（子会社） 

 

木材の加工及び販売 

 

（注1）株式会社アイマーケットにつきましては、平成18年３月30日付で特別清算の決定を受け清算手続き中であります。

（注2）当社の親会社である株式会社アパマンショップネットワークは、平成18年７月１日をもって持株会社体制に移行し、株式会社アパマン

ショップホールディングスに商号変更しております。

又、親会社の子会社である株式会社アパマンショップネットワークは、ＦＣ事業の受皿会社となった新設会社であります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　1958年（昭和33年）の創業以来、当社は「お客様・当社・みんなの幸せを追求し実現する」ことを経営理念に掲げ、

事業を展開してまいりました。

　当社グループといたしましては、地域に密着する中でお客様に商品・サービス等を通じて満足を提供し、さらには

それが広く地域社会一般に受け入れられることにより、企業の健全な成長・発展を図るとともに、その具現化を通し

て、顧客・株主・従業員・取引先・社会一般など、あらゆる利害関係者の「幸せ」を具現する企業の経営をめざして

おります。

　事業展開に際しましては、建設プロジェクトの企画段階から完成後の維持管理、さらには解体廃棄に至る全ての段

階を当社グループの事業領域として、各ライフサイクルに最適なサービスを一貫責任体制のもとで提供して行くこと

を特徴としております。

　また、当社グループが提供する建物は、住宅・共同住宅・旅館・ホテル・店舗・事務所・医院・倉庫等の事業に活

用されるとともに、生活の場、憩いの場、働く場等、多様なお客様に多様な目的で利用されております。

　このように直接的な当社グループのお客様は勿論、エンド・ユーザーという間接的なお客様の全ての皆様に、品質・

価格・技術・サービス等のあらゆる面において高い満足度を維持しながら、利用し続けていただける商品（建物）・

サービスを提供することを、今後とも基本方針に据えて経営を展開してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益の配分としての安定的な配当と、企業として永続的に健全な成長・発展の基盤と

しての財務体質の強化とを、経営の重要な課題と位置づけ、さらには業績に裏付けられた配当を行うことを、利益配

分に関する基本方針としております。

(3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適正な投資単位を定めることが、株式の流動性及び株主数の拡大を実現するうえで重要な政策の１つと考

えております。

　当社の現在の投資単位は、近年の当社株価の推移から判断して現状では適正な投資単位と考えておりますが、将来

の株価の動向により適正な投資単位に引き下げるべく、慎重に検討し対処していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、利益体質を強固なものにし、黒字の定着化とさらなる収益性の向上に継続して取り組むことを経

営目標としており、今後さらなる成長発展を図っていくうえで、売上高、売上高営業利益率、並びに株主重視の観点

から１株当たり当期純利益につきましても重要な経営指標と捉えております。　

(5）中長期的な会社経営戦略

　中長期的な視点から当社グループの主な事業分野の建設事業は、その市場において殊に新築工事は漸減傾向を示す

のではないかと思われます。しかも、経営環境は急激多様な変化をいましばらく続けるものと考えております。

　しかしながら、建設及びその関連分野は裾野が広く人間が生活を続けている限り、その需要がゼロになることは決

してありません。

　また、株式会社アパマンショップホールディングス（旧株式会社アパマンショップネットワーク）との資本・業務

提携により、当社の保有する技術力と同社の情報力・営業力との融合による同社グループの有する建設工事の受注・

建設を拡大し、株式上場企業として企業価値を高めることが大いに可能であると考え、積極的な取り組みを進める所

存であります。

　当社グループは、現在のグループの実態並びに上記のことを考え合わせて、中長期的には次のとおりの経営戦略を

今後実行する方針であります。

①　全てにわたって身軽で環境変化に即応できる経営体質を常に構築します。

②　地域密着の意義を再認識し、お客様満足の実現をさらに追求します。

③　新たなビジネス・モデル(新商品等をコアとして。)を開発し、新しい事業の柱として育成します。

④　企業間競争力を高め、「グループ全体の利益」、「各社ごとの利益」、「物件ごとの利益」という利益重視を徹

底します。

⑤　以上のことにより、従来にも増して株主を意識し、株主重視の経営を具現します。
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(6）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、企業収益の改善や雇用環境、個人消費の回復等により景気は拡大基調で推移すると思われる

一方、原油価格の高止まりや金利の上昇に伴う景気への影響懸念等が予想されます。

　当社グループの主たる事業である建設業界におきましては、住宅建設着工戸数の増加傾向などが引き続き見られる

ものの、業界全般的には依然として厳しい経営環境が続くものと思われます。

　このような状況の下で当社グループは、今年度は利益体質を確実なものにすべく、定着総仕上げの年とするととも

に、さらには当社の飛躍・発展を目途として実行した株式会社アパマンショップホールディングス（旧株式会社アパ

マンショップネットワーク）との資本・業務提携関係に基づき、同社グループとの相乗効果の実現に向け、コンスト

ラクションマネジメント業務や不動産ファンド向けの建設協力体制の構築等を具現することにより、企業価値のさら

なる向上を目指してまいります。

(7）親会社等に関する事項

(a）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(％)
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

株式会社アパマンショップ

ホールディングス
親会社 

50.74

(3.52)
株式会社大阪証券取引所（ヘラクレス）

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

(b）親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

①　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引や人的・資本的関係

株式会社アパマンショップホールディングスは、当社の議決権の50.74％（間接被所有を含む）を所有しておりま

す。

当社は、株式会社アパマンショップホールディングスグループのアセットマネジメント事業分野において、同社

のグループのＲＣ（鉄筋コンクリート）造にかかる全ての建設機能を担っております。

当社は地域に密着した建設・不動産を主体とした事業を営んでおりますが、株式会社アパマンショップホールディ

ングスグループのアセットマネジメント事業におけるコンストラクション業務や不動産ファンド等に対する建設協

力を担う体制を構築しております。

また、人的関係につきましては、下記（役員の兼務の状況）のとおり親会社等の取締役２名が当社取締役に就任

しております。

（役員の兼務状況）  

役員 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由

取締役（非常勤） 大村浩次 株式会社アパマンショップホールディングス代表取締役社長 経営体制強化のため

取締役（非常勤） 石川雅浩 株式会社アパマンショップホールディングス常務取締役 経営体制強化のため

（注）当社の現取締役８名の内、親会社等との兼務役員は当該２名であります。

②　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、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

株式会社アパマンショップホールディングスの企業グループの賃貸住宅商品「煉瓦の家」の加盟店向けに当社の

ローコスト・ハイクオリティーマンションのノウハウ「ＳＺＫＩシステム」を提供し、当社は、賃貸住宅商品「煉

瓦の家」の販売や不動産ファンド等に対する建設工事の請負及び建設工事の設計・施工コンサルティング業務等の

取引があります。

当社が事業活動を推進する上で株式会社アパマンショップホールディングス及び同社の企業グループと協力関係

を構築しており、同社の企業グループに属することによる当社の事業上の制約はありません。

③　親会社等からの一定の独立性の確保の状況

株式会社アパマンショップホールディングスの企業グループに属することによる当社の事業上の制約はなく、ま

た、同社のグループ各社の事業の棲み分けがなされており、取締役の兼任状況は当社の独自の経営判断を妨げるも

のではなく一定の独立性が確保されていると判断しております。

④　親会社等との取引に関する事項

当社と親会社等との取引内容については上記②に記載のとおりで株式会社アパマンショップホールディングスの

グループ会社との取引金額は191百万円であります。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載致しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇傾向が見られたものの、企業収益の改善

を背景に設備投資は底堅く推移し、長年続いたデフレ経済から脱却したとの判断から日本銀行はゼロ金利政策を解除

し、雇用環境の改善や個人消費も堅調に推移するなど、景気は緩やかな拡大傾向で推移いたしました。

　当社グループの主たる事業である建設業界は、民間設備投資や新設住宅着工戸数は増加傾向で推移を示したものの、

公共建設投資は引き続き減少傾向が続くなど業界全般では受注環境は厳しい状況が続いております。

　このような状況の下で当社グループは、今年度は利益体質を確実なものとすべくより一層のコストダウンを図ると

ともに、さらには当社及び当社グループの飛躍・発展を目途として実行した株式会社アパマンショップホールディン

グス（旧株式会社アパマンショップネットワーク）との資本・業務提携関係に基づき、同社グループとの相乗効果の

実現に向け、コンストラクションマネジメント業務や不動産ファンド向けの建設協力等を進めてまいりました。

　また、住宅建設においては、檜柱オール4寸（120mm角）を使用した高耐久・高耐震・ウルトラグリッド工法の「ユー

トピアの家」を新たに導入販売し、賃貸マンション・アパートのオーナー様の安全・安定・安心の賃貸住宅経営をバッ

クアップする一括借上家賃保証「スーパーサブリース」を導入する等、新たな需要の掘り起こしに努めてまいりまし

た。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、建設事業の受注高は対前年同期比17.3％増の2,457百万円

となりました。

　売上高につきましては、建設事業は受注高の増加により対前年同期比73.4％増の2,496百万円となり、開発事業は小

規模の宅地分譲等を推進いたしました結果対前年同期比50.6％増の540百万円となりました。その他の事業は対前年同

期比27.7％増の62百万円となり売上高合計は対前年同期比67.8％増の3,098百万円となりました。

　利益面につきましては、売上高の増加に伴い売上総利益が増加し、販売費及び一般管理費の増加がありましたが営

業利益は対前年同期比82百万円増の77百万円となりました。

　また、営業外費用においては有利子負債の減少により金融費用は減少し、経常利益は対前年同期比114百万円増の75

百万円となりました。

　子会社において老朽化したモデル住宅を除却したことによる固定資産除却損11百万円の特別損失を計上いたしまし

たが、繰延税金資産の回収可能性を見直したこと等による法人税等調整額18百万円を計上したことにより中間純利益

は対前年同期比94百万円増の81百万円となりました。

　事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。

　建設事業では、売上高2,496百万円(前年同期比73.4％増)となり、営業利益は142百万円（前年同期比122.6％増）と

なりました。

　開発事業では、売上高540百万円（前年同期比50.6％増）となり、営業利益は19百万円（前年同期比254.6％増）と

なりました。

　その他の事業は、売上高62百万円（前年同期比27.7％増）となり、営業利益は△０百万円（前年同期比１百万円減）

となりました。

　なお、営業費用の内、管理部等の管理部門に係る全社費用が84百万円あり、その結果営業利益合計は77百万円とな

りました。

(2）財政状態

１．当中間連結会計期間末における資産・負債・純資産の概況

＜資産＞

資産の合計は5,900百万円(前年同期比1,467百万円増)となりました。

資産の増加の主な要因は、流動資産の増加（前年同期比1,567百万円増）であります。流動資産は、前期末に当社

が実施した第三者割当増資による現金預金の増加が主な要因であります。

＜負債＞

負債の合計は2,867百万円(前年同期比236百万円減)となりました。

負債の減少の主な要因は、流動負債の減少(前年同期比191百万円減)であります。流動負債は、未成工事受入金の

減少が主な要因であります。

＜純資産＞

純資産の合計は3,032百万円（前年同期比1,985百万円増）となりました。

純資産の増加の主な要因は、前期末に当社が実施した第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加と、純

資産の部の表示に関する会計基準の適用に伴う少数株主持分290百万円の増加が主な要因であります。
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２．連結キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動におけるキャッシュ・フローは、210百万円の収入超過となり、前年同期比453百万円増加いたしま

した。これは主に未成工事支出金等の増加52百万円、仕入債務の減少107百万円、未成工事受入金の減少51百万

円等による支出がありましたが、税金等調整前中間純利益63百万円、売上債権の減少186百万円、開発事業支出

金の減少87百万円等による収入が上回ったことにより増加いたしました。

②　投資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・フローは、343百万円の支出超過となり、前年同期比511百万円支出超過が増加

いたしました。これは流動資金330百万円を預入期間が３か月を超える定期預金に預け入れたことによるものが

主な要因であります。

③　財務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・フローは、246百万円の支出超過となり、前年同期比210百万円支出超過が増加

いたしました。これは主に短期及び長期借入金を245百万円返済したことによるものであります。

　以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の中間期末残高は、前期末に当社が実施した第三

者割当増資による収入1,414百万円もあり、1,389百万円増加し2,535百万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 25.9 25.8 23.6 43.1 46.5

時価ベースの自己資本比率（％） 21.7 39.9 73.6 132.1 74.3

債務償還年数（年） 3.3 5.2 － － 2.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.2 6.4 － － 18.9

※自己資本比率：自己資本／総資産

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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。

３．営業キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。

５．算出の結果、数値がマイナスとなる場合には「－」で表記しております。

(3）通期の見通し

今後のわが国経済は、原油価格の高騰等や金利の上昇による景気への懸念等はあるものの、企業業績の改善や雇用

環境、個人消費の回復等により景気は拡大基調で推移すると思われます。

当社グループの主たる事業である建設業界におきましては、公共建設投資の減少基調や原材料の上昇など、経営環

境は依然として厳しい状況が続くものと思われます。

このような状況のもとで、現下の受注環境を考慮する一方、また新規戦略商品（ユートピアの家・煉瓦の家等）の

積極的な広告・宣伝等を実施すること等を総合的に勘案し、平成18年５月19日付当社「平成18年３月期決算短信（連

結）」及び「平成18年３月期個別財務諸表の概要」にて発表いたしました、通期の業績予想であります、連結売上高

6,400百万円、連結経常利益270百万円、連結当期純利益350百万円、単独売上高5,000百万円、単独経常利益250百万円、

単独当期純利益340百万円を見込んでおります。 
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  
          

Ⅰ 流動資産            

１ 現金預金 ※２  1,343,523   3,062,889    3,112,168  

２ 受取手形・完成
工事未収入金等

  490,085   264,307    450,684  

３ 販売用不動産   47,206   39,933    39,830  

４ 未成工事支出金
等

  553,118   485,908    433,786  

５ 開発事業支出金 ※２  498,682   607,396    695,195  

６ その他   61,577   131,795    133,277  

貸倒引当金   △12,100   △43,100    △42,100  

流動資産合計   2,982,094 67.3  4,549,130 77.1 1,567,035  4,822,843 78.0

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産            

(1）土地
※
2.4

851,456   851,456    851,456   

(2）その他
※
1.2

313,483 1,164,939 26.3 304,539 1,155,995 19.6 △8,943 317,082 1,168,538 18.9

２ 無形固定資産            

(1）土地使用権 ※２ 65,431   68,667    70,745   

(2）ソフトウェア  749   146    371   

(3）その他  2,882 69,063 1.5 2,882 71,695 1.2 2,632 2,882 73,999 1.2

３ 投資その他の資
産

           

(1）投資有価証券 ※２ 110,633   52,537    50,944   

(2）その他  343,681   306,960    303,431   

貸倒引当金  △237,326 216,987 4.9 △235,826 123,670 2.1 △93,317 △236,826 117,548 1.9

固定資産合計   1,450,990 32.7  1,351,361 22.9 △99,628  1,360,086 22.0

資産合計   4,433,084 100.0  5,900,491 100.0 1,467,406  6,182,929 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１ 支払手形・工事
未払金等

  489,795   527,640    635,119  

２ 短期借入金
※
2.3

 1,010,400   963,400    1,181,410  

３ 未払法人税等   6,672   8,772    1,500  

４ 未成工事受入金   786,128   567,987    619,597  

５ 開発事業受入金   6,669   3,329    7,453  

６ 賞与引当金   34,792   45,568    27,554  

７ 完成工事補償引
当金

  8,685   15,620    15,151  

８ 未払金   19,835   18,668    21,551  

９ その他   28,752   49,484    34,410  

流動負債合計   2,391,731 54.0  2,200,470 37.3 △191,261  2,543,748 41.2

Ⅱ 固定負債            

１ 社債   100,000   100,000    100,000  

２ 長期借入金
※
2.3

 128,150   71,860    99,640  

３ 再評価に係る繰
延税金負債

※４  227,262   227,262    227,262  

４ 退職給付引当金   112,633   120,821    113,976  

５ 役員退職給与引
当金

  62,575   74,972    68,783  

６ 債務保証損失引
当金

  59,000   59,000    59,000  

７ その他   22,581   13,506    12,821  

固定負債合計   712,203 16.0  667,422 11.3 △44,780  681,483 11.0

負債合計   3,103,934 70.0  2,867,892 48.6 △236,042  3,225,231 52.2
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）            

少数株主持分   281,768 6.4  － － △281,768  294,105 4.7

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   712,629 16.1  － － △712,629  1,422,629 23.0

Ⅱ 資本剰余金   234,843 5.3  － － △234,843  944,843 15.3

Ⅲ 利益剰余金   △136,838 △3.1  － － 136,838  54,754 0.9

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４  259,405 5.8  － － △259,405  259,405 4.2

Ⅴ その他有価証券評
価差額金

  21,468 0.5  － － △21,468  7,434 0.1

Ⅵ 為替換算調整勘定   △43,062 △1.0  － － 43,062  △24,213 △0.4

Ⅶ 自己株式   △1,064 △0.0  － － 1,064  △1,259 △0.0

資本合計   1,047,381 23.6  － － △1,047,381  2,663,592 43.1

負債、少数株主持
分及び資本合計

  4,433,084 100.0  － － △4,433,084  6,182,929 100.0

            
（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１ 資本金   － －  1,422,629 24.1 1,422,629  － －

２ 資本剰余金   － －  944,843 16.0 944,843  － －

３ 利益剰余金   － －  136,128 2.3 136,128  － －

４ 自己株式   － －  △1,770 △0.0 △1,770  － －

株主資本合計   － －  2,501,830 42.4 2,501,830  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            

１ その他有価証券
評価差額金

  － －  8,384 0.1 8,384  － －

２ 土地再評価差額
金

※４  － －  259,405 4.4 259,405  － －

３ 為替換算調整勘
定

  － －  △27,219 △0.4 △27,219  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  240,570 4.1 240,570  － －

Ⅲ 少数株主持分   － －  290,198 4.9 290,198  － －

純資産合計   － －  3,032,599 51.4 3,032,599  － －

負債純資産合計   － －  5,900,491 100.0 5,900,491  － －
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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（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高            

完成工事高  1,439,983   2,496,463    4,124,903   

開発事業等売上高  407,403 1,847,387 100.0 602,532 3,098,996 100.0 1,251,608 889,838 5,014,742 100.0

Ⅱ 売上原価            

完成工事原価  1,243,375   2,207,612    3,578,179   

開発事業等売上原価  324,366 1,567,741 84.9 494,185 2,701,797 87.2 1,134,055 727,102 4,305,281 85.9

売上総利益            

完成工事総利益  196,608   288,851    546,724   

開発事業等総利益  83,037 279,645 15.1 108,347 397,198 12.8 117,553 162,735 709,460 14.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  284,489 15.4  319,897 10.3 35,408  602,396 12.0

営業利益又は営業損
失(△)

  △4,843 △0.3  77,301 2.5 82,144  107,063 2.1

Ⅳ 営業外収益            

１ 受取利息  1,324   1,124    2,030   

２ 受取配当金  354   274    1,809   

３ 生命保険満期返戻金  3,395   3,261    21,160   

４ 受取手数料  561   290    1,378   

５ 賃貸料  2,286   3,031    4,667   

６ 為替差益  3,162   －    7,860   

７ その他  1,776 12,861 0.7 3,805 11,786 0.4 △1,074 8,728 47,634 1.0

Ⅴ 営業外費用            

１ 支払利息  14,802   12,730    29,190   

２ 業務委託手数料  26,000   －    26,000   

３ その他  6,249 47,052 2.5 1,083 13,813 0.5 △33,238 15,431 70,621 1.4

経常利益又は経常損
失(△)

  △39,034 △2.1  75,273 2.4 114,308  84,076 1.7

Ⅵ 特別利益            

１ 固定資産売却益 ※２ 13,221   －    13,226   

２ 投資有価証券売却益  － 13,221 0.7 － － － △13,221 35,169 48,396 1.0

Ⅶ 特別損失            

１ 固定資産除却損 ※３ －   11,674    －   

２ 投資有価証券売却損  － － － － 11,674 0.3 11,674 3,367 3,367 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失(△)

  △25,812 △1.4  63,599 2.1 89,411  129,104 2.6

法人税、住民税及び
事業税

 5,292   4,182    10,075   

法人税等調整額  △12,282 △6,989 △0.4 △18,401 △14,219 △0.4 △7,229 △63,867 △53,792 △1.1

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

  △5,785 △0.3  △3,556 △0.1 2,229  4,342 0.1

中間（当期）純利益
又は中間純損失
(△)

  △13,037 △0.7  81,374 2.6 94,412  178,554 3.6
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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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   815,089  815,089

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１ 増資による新株の発行  － － 710,000 710,000

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１ 資本準備金取崩高  580,246 580,246 580,246 580,246

Ⅳ 資本剰余金中間期末（期末）残高   234,843  944,843

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △564,202  △564,202

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 当期純利益  －  178,554  

２ 資本準備金取崩高  580,246 580,246 580,246 758,800

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 中間純損失  13,037  －  

２ 役員賞与  2,278  2,278  

３ 土地再評価差額金取崩額  137,566 152,881 137,566 139,844

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   △136,838  54,754

      

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（千円） 1,422,629 944,843 54,754 △1,259 2,420,966

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   81,374  81,374

自己株式の取得    △510 △510

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（千円） － － 81,374 △510 80,864

平成18年９月30日　残高（千円） 1,422,629 944,843 136,128 △1,770 2,501,830

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

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 7,434 259,405 △24,213 242,625 294,105 2,957,697

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益      81,374

自己株式の取得      △510

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）

950  △3,005 △2,055 △3,907 △5,962

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 950 － △3,005 △2,055 △3,907 74,901

平成18年９月30日　残高（千円） 8,384 259,405 △27,219 240,570 290,198 3,032,599
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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（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

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）純利益又は中間純

損失（△）
 △25,812 63,599  129,104

減価償却費  12,001 11,693  24,792

貸倒引当金の増減額（減少△）  4,000 －  33,500

賞与引当金の増減額（減少△）  579 18,014  △6,658

完成工事補償引当金の増減額（減少△）  △3,432 468  3,034

退職給付引当金の増減額（減少△）  △2,990 6,844  △1,648

役員退職給与引当金の増減額（減少△）  △113,791 6,188  △107,583

受取利息及び受取配当金  △1,678 △1,398  △3,839

支払利息  14,802 12,730  29,190

有形固定資産売却益  △13,221 －  △13,226

有形固定資産除却損  － 11,674  －

売上債権の増減額（増加△）  △391,012 186,774  △350,037

販売用不動産の増減額（増加△）  4,779 △102  12,155

未成工事支出金等の増減額（増加△）  △255,890 △52,474  △134,227

開発事業支出金の増減額（増加△）  30,191 87,799  △166,320

仕入債務の増減額（減少△）  128,743 △107,474  273,936

未成工事受入金の増減額（減少△）  458,713 △51,609  292,182

開発事業受入金の増減額（減少△）  4,391 △4,124  5,175

役員賞与の支払額  △3,400 －  △3,400

その他  △60,936 25,903  △110,374

小計  △213,963 214,505 428,469 △94,245

利息及び配当金の受取額  1,703 1,066  3,770

利息の支払額  △12,852 △11,130  △28,162

法人税等の支払額  △17,987 △4,721  △31,711

法人税等の受取額  － 10,711  －

営業活動によるキャッシュ・フロー  △243,099 210,431 453,531 △150,349

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の純増減額（増加△）  － △330,000  －

有形固定資産の取得による支出  △298 △9,231  △316

有形固定資産の売却による収入  72,732 185  72,780

投資有価証券の取得による支出  △10,000 －  △10,000

貸付金の回収による収入  2,928 2,485  5,860

生命保険解約返戻金  101,067 －  103,269

その他  1,545 △6,692  113,057

投資活動によるキャッシュ・フロー  167,973 △343,253 △511,227 284,650
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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（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

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（減少△）  △174,500 △217,800  △4,450

長期借入れによる収入  64,000 －  166,000

長期借入金の返済による支出  △16,500 △27,780  △146,050

株式の発行による収入  － －  1,414,993

社債の発行による収入  93,985 －  93,985

少数株主への配当金の支払額  △2,257 －  △2,257

その他  △352 △510  △548

財務活動によるキャッシュ・フロー  △35,624 △246,090 △210,465 1,521,672

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  374 △366 △741 2,294

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）  △110,376 △379,279 △268,903 1,658,268

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,256,199 2,914,468 1,658,268 1,256,199

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 1,145,823 2,535,189 1,389,365 2,914,468
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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

すべての子会社（５社）を連結してお

ります。

すべての子会社（５社）を連結してお

ります。

すべての子会社（５社）を連結してお

ります。

連結子会社

五朋建設㈱、㈱ゆう企画、鈴木興

業（南京）有限公司、蘇州鈴木温

泉旅游開発有限公司、㈱アイマー

ケット

連結子会社

同左

連結子会社

同左

２．持分法の適用に関する

事項

(1）持分法適用会社数

関連会社１社

㈱イーケア

(1）持分法適用会社数

関連会社１社

㈱イーケア

(1）持分法適用会社数

関連会社１社

㈱イーケア

(2）持分法非適用会社

持分法非適用会社はありません。

(2）持分法非適用会社

同左

(2）持分法非適用会社

同左

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

連結子会社のうち鈴木興業（南京）有

限公司及び蘇州鈴木温泉旅游開発有限

公司の中間決算日は６月30日であるた

め中間連結財務諸表の作成に当たって

は、同中間決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、７月１日か

ら中間連結決算日９月30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おります。

同左 連結子会社のうち鈴木興業（南京）有

限公司及び蘇州鈴木温泉旅游開発有限

公司の決算日は12月31日であるため連

結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日

の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

行っております。 

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

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は主

として移動平均法に

より算定しておりま

す。）

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……中間連結決算日の市場

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

主として移動平均法

により算定しており

ます。）

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

（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）

時価のないもの

……総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

ロ．たな卸資産

販売用不動産・未成工事支出

金等及び開発事業支出金

……個別法による原価法

ロ．たな卸資産

同左

ロ．たな卸資産

同左
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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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法

イ．有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定

率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）について

は定額法）を採用し、在外連

結子会社は見積耐用年数に基

づく定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法

イ．有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法

イ．有形固定資産

同左

建物・構築物

３～50年

機械・運搬具・工具器具備品

３～20年

ロ．無形固定資産

ソフトウェア

……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

ロ．無形固定資産

ソフトウェア

同左

ロ．無形固定資産

ソフトウェア

同左

土地使用権

……契約に定める期間に基づき

毎期均等償却

土地使用権

同左

土地使用権

同左

ハ．長期前払費用

定額法

ハ．長期前払費用

同左

ハ．長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法

イ．新株発行費

────── 

 

ロ．社債発行費

……支出時に全額費用として処

理しております。

イ．新株発行費

 ──────

 

ロ．社債発行費

──────

イ．新株発行費

……支出時に全額費用として処

理しております。

ロ．社債発行費

……支出時に全額費用として処

理しております。

(4）重要な引当金の計上基準

イ．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。

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

……当社及び国内連結子会社

は従業員賞与の支給に充

てるため、将来の支給見

込額のうち当中間連結会

計期間の負担額を計上し

ております。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

……当社及び国内連結子会社

は従業員賞与の支給に充

てるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上してお

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）

ハ．完成工事補償引当金

……完成工事に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、当

中間連結会計期間末に至

る１年間の完成工事高に

対する将来の見積補償額

に基づいて計上しており

ます。

ハ．完成工事補償引当金

同左

ハ．完成工事補償引当金

……完成工事に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、当

連結会計年度の完成工事

高に対する将来の見積補

償額に基づいて計上して

おります。

ニ．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。

また、在外連結子会社にお

いては、退職金制度がない

ため計上しておりません。

ニ．退職給付引当金

同左

ニ．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。

また、在外連結子会社にお

いては、退職金制度がない

ため計上しておりません。

ホ．役員退職給与引当金

……当社の役員の退職金の支

給に備えて、役員退職給

与引当金に係る規程（内

規）に基づく当中間連結

会計期間末要支給見積額

を計上しております。ま

た、連結子会社において

は、役員退職給与引当金

に係る規程（内規）がな

いため計上しておりませ

ん。

ホ．役員退職給与引当金

同左

ホ．役員退職給付引当金

……当社の役員の退職金の支

給に備えて、役員退職給

与引当金に係る規程（内

規）に基づく当連結会計

年度末要支給見積額を計

上しております。また、

連結子会社においては、

役員退職給与引当金に係

る規程（内規）がないた

め計上しておりません。

ヘ．債務保証損失引当金

……当社の取引先への債務保

証に係る損失に備えるた

め、被保証者の財政状態

等を勘案し、損失負担額

を計上しております。

ヘ．債務保証損失引当金

同左

ヘ．債務保証損失引当金

同左

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦

通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は中間連結決

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。なお、在外子会

社等の資産及び負債は中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦

通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は中間連結決

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。なお、在外子会

社等の資産及び負債は中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に含め

て計上しております。

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦

通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結決算日

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。なお、在外子会社等

の資産及び負債は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上して

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）

(6）完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっております。

(6）完成工事高の計上基準

同左

(6）完成工事高の計上基準

同左

(7）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。

(7）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）重要なリース取引の処理方法

同左

(8）ヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

 ────── 

(8）ヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨

建金銭債務（米貨建インパク

トローン）については、振当

処理を行っております。

(8）ヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

────── 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建金銭債務

（米貨建インパ

クトローン）

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ．ヘッジ方針

──────

ハ．ヘッジ方針

米貨建インパクトローンの元

本返済及び利息支払について

円貨によるキャッシュ・フ

ローを確定させるため、当該

インパクトローン取組時にそ

の元利ともに為替予約を付し

ております。

ハ．ヘッジ方針

同左

ニ．ヘッジの有効性評価の方法

 ──────

ニ．ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一のため、

中間連結決算日における有効

性の評価を省略しております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一のため、

連結決算日における有効性の

評価を省略しております。

(9）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

(9）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(9）その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

同左 

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

－ 17 －



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）

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益への影

響はありません。

当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益への影響は

ありません。

────── （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2,742,401千円であります。

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。

表示方法の変更

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）

　（中間連結貸借対照表関係）

「未払法人税等」は、前中間連結会計期間末は流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、明瞭性の観点から当中間連結

会計期間末より区分掲記いたしました。

──────

なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」の金額は8,185千

円であります。
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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）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額

425,638千円

※１．有形固定資産減価償却累計額

425,292千円

※１．有形固定資産減価償却累計額

       444,959千円

※２．担保提供資産

(1）担保に供されている資産

※２．担保提供資産

(1）担保に供されている資産

※２．担保提供資産

(1）担保に供されている資産

定期預金 175,000千円

開発事業支出金（土地） 282,014

建物 128,542

土地 765,882

投資有価証券 50,000

計 1,401,439

定期預金 175,000千円

開発事業支出金（土地） 180,664

建物 96,746

土地 754,293

土地使用権 7,745

計 1,214,450

定期預金   175,000千円

開発事業支出金（土地） 380,124

建物 95,278

土地 754,293

土地使用権 7,964

計 1,412,660

(イ）上記に対応する債務 (イ）上記に対応する債務 (イ）上記に対応する債務

短期借入金 910,400千円 短期借入金 963,400千円 短期借入金   1,181,410千円

（長期借入金よりの振替分含む） （長期借入金よりの振替分含む） （長期借入金よりの振替分含む）

長期借入金 128,150

計 1,038,550

長期借入金 71,860

計 1,035,260

長期借入金 99,640

計 1,281,050

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機

関借入金に対する債務保証の担保に供さ

れている資産

建物 36,748千円

土地 492,888

計 529,636

建物 39,271千円

土地 492,888

計 532,160

建物   35,840千円

土地 492,888

計 528,728

(ロ）上記に対応する保証債務

205,251千円

(ロ）上記に対応する保証債務

       189,951千円

(ロ）上記に対応する保証債務

       197,601千円

※３．当社の借入金のうち一部金融機関からの

借入金118,750千円については、当社代表

取締役社長千葉愼二及び当社相談役鈴木

菊三郎個人から、債務の保証を受けてお

ります。また、五朋建設㈱の借入金のう

ち一部金融機関からの借入金248,200千円

についても、当社相談役鈴木菊三郎（五

朋建設㈱代表取締役社長）個人から、債

務の保証を受けております。

※３．五朋建設㈱の借入金のうち一部金融機関

からの借入金193,540千円については、五

朋建設㈱代表取締役社長鈴木菊三郎個人

から、債務の保証を受けております。

※３．五朋建設㈱の借入金のうち一部金融機関

からの借入金300,000千円については、五

朋建設㈱代表取締役社長鈴木菊三郎個人

から、債務の保証を受けております。

※４．　　　 ───── ※４．　　　 ───── ※４．当社は「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、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差益に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資

本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」

（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める当該事業用土地

について地価税法（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によって

おります。

 

 

 

 

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

 

 

 

 

再評価を行った土地の当連結会計年度末

における時価と再評価後の帳簿価額との

差額

         △141,978千円
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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）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

　５．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入に対し、債務保証を行っております。

㈱土肥ふじやホテル    205,251千円

　５．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入に対し、債務保証を行っております。

㈱土肥ふじやホテル    189,951千円

　５．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入に対し、債務保証を行っております。

㈱土肥ふじやホテル    197,601千円

（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．販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

役員報酬 53,004千円

従業員給料手当 72,621

賞与引当金繰入額 15,469

退職給付費用 5,855

役員退職給与引当金繰入額 6,208

広告宣伝費 17,333

販売促進費 4,794

営業開発費 11,821

減価償却費 8,488

支払手数料 18,184

役員報酬 61,200千円

従業員給料手当 77,381

賞与引当金繰入額 19,034

退職給付費用 3,978

役員退職給与引当金繰入額 6,188

広告宣伝費 15,829

販売促進費 1,776

営業開発費 25,702

減価償却費 7,188

支払手数料 22,578

役員報酬  108,474千円

従業員給料手当 163,727

賞与引当金繰入額 11,774

退職給付費用 9,358

役員退職給与引当金繰入額 12,416

広告宣伝費 35,287

販売促進費 6,271

営業開発費 24,195

貸倒引当金繰入額 33,500

支払手数料 40,306

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．　　　 ───── ※２．固定資産売却益の内訳

土地 13,221千円 土地   13,226千円

※３．　　　 ───── ※３．固定資産除却損の内訳 ※３．　　　 ─────

建物 11,674千円

（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）

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 17,069,916 － － 17,069,916

合計 17,069,916 － － 17,069,916

自己株式

普通株式 8,680 1,300 － 9,980

合計 8,680 1,300 － 9,980

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,300株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（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）

※１．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

※１．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

※１．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)

現金及び預金勘定 1,343,523千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 △197,700

現金及び現金同等物 1,145,823

現金及び預金勘定 3,062,889千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 △527,700

現金及び現金同等物 2,535,189

現金及び預金勘定 3,112,168千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 △197,700

現金及び現金同等物 2,914,468
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①　リース取引

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）

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）

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

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

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

（借主側） （借主側） （借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
（その他）

12,934 4,358 8,576

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
（その他）

20,830 7,334 13,495

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産
（その他）

12,934 5,435 7,499

　（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　（注）　　    　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,154千円

１年超 6,422

計 8,576

１年内 4,128千円

１年超 9,367

計 13,495

１年内  2,154千円

１年超 5,345

計 7,499

　（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　      同左 　（注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,772千円

減価償却費相当額 1,772千円

支払リース料 1,899千円

減価償却費相当額 1,899千円

支払リース料  2,849千円

減価償却費相当額 2,849千円

４．減価償却費相当額の算定方法

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　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（千円）
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

(1)株式 61,642 97,717 36,074

(2)その他 10,000 9,916 △84

合計 71,642 107,633 35,990

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（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,000

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（千円）
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

株式 35,481 49,537 14,055

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（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,000

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（千円）
連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

株式 35,481 47,944 12,462

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（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,000

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間末）

　当社グループでは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（当中間連結会計期間末）

　当社グループでは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

（前連結会計年度末）

　当社グループでは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。
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④　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）

 
建設事業

（千円）

開発事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,439,983 358,832 48,570 1,847,387 － 1,847,387

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 4,330 76,214 5,309 85,853 (85,853) －

計 1,444,313 435,046 53,880 1,933,240 (85,853) 1,847,387

営業費用 1,380,103 429,669 52,272 1,862,045 (9,814) 1,852,230

営業利益又は営業損失(△) 64,210 5,377 1,607 71,195 (76,038) △4,843

　（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高集計区分を勘案して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………建築・土木その他建設工事全般に関する事業

開発事業……………不動産の売買・賃貸等に関する事業

その他の事業………木材・石材等の加工及び販売、浴場、賃貸マンション・分譲マンションの管理、損害保険代理、情報処理サービ

ス業、情報提供サービス業、在宅介護支援サービス業等に関する事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は74,565千円であり、その主なものは当社の管理部等管理部門

に係る費用であります。

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）

 
建設事業

（千円）

開発事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,496,463 540,521 62,011 3,098,996 － 3,098,996

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 5,144 5,144 (5,144) －

計 2,496,463 540,521 67,156 3,104,141 (5,144) 3,098,996

営業費用 2,353,505 521,451 67,367 2,942,323 79,371 3,021,694

営業利益又は営業損失(△) 142,958 19,070 △211 161,817 (84,515) 77,301

　（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高集計区分を勘案して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………建築・土木その他建設工事全般に関する事業

開発事業……………不動産の売買・賃貸等に関する事業

その他の事業………木材・石材等の加工及び販売、浴場、賃貸マンション・分譲マンションの管理、損害保険代理、情報処理サービ

ス業、情報提供サービス業、在宅介護支援サービス業等に関する事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は90,946千円であり、その主なものは当社の管理部等管理部門

に係る費用であります。
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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）

 
建設事業

（千円）

開発事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,124,909 788,103 101,729 5,014,742 － 5,014,742

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 4,330 76,214 10,153 90,697 (90,697) －

計 4,129,239 864,317 111,882 5,105,439 (90,697) 5,104,742

営業費用 3,892,879 840,889 110,434 4,844,203 63,475 4,907,678

営業利益 236,359 23,427 1,448 261,236 (154,173) 107,063

　（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高集計区分を勘案して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………建築・土木その他建設工事全般に関する事業

開発事業……………不動産の売買・賃貸等に関する事業

その他の事業………木材・石材等の加工及び販売、浴場、賃貸マンション・分譲マンションの管理、損害保険代理、情報処理サービ

ス業、情報提供サービス業、在宅介護支援サービス業等に関する事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は160,669千円であり、その主なものは当社の管理部等管理部

門に係る費用であります。

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）及び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）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式第二号（記

載上の注意10）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略いたしました。

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）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、

連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略いたしました。

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）及び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）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、海外売上高の記載を

省略いたしました。

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）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、海外売上高の記載を省略

いたしました。
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（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 86.83円

１株当たり中間純損失金額 1.08円

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、１株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 160.75円

１株当たり中間純利益金額 4.77円

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。

１株当たり純資産額 156.12円

１株当たり当期純利益金額 14.79円

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株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）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

(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)

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
△13,037 81,374 178,554

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
(－)  (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は普通株

式に係る中間純損失（△）

（千円）

△13,037 81,374 178,554

期中平均株式数（株） 12,062,662 17,060,451 12,075,815

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．事業種類別受注高、売上高
(1）受注高

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）

建設事業（千円） 2,096,112 2,457,796 4,622,453

開発事業（千円） － － －

その他の事業（千円） 2,841 13,769 10,919

合計（千円） 2,098,954 2,471,565 4,633,373

　（注）　当社グループでは原則建設事業以外は受注生産を行っておりません。

(2）売上高

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）

建設事業（千円） 1,439,983 2,496,463 4,124,903

開発事業（千円） 358,832 540,521 788,103

その他の事業（千円） 48,570 62,011 101,735

合計（千円） 1,847,387 3,098,996 5,014,742

　（注）　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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