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上   場   会   社   名       株式会社　間組　(呼称：ハザマ） 上場取引所  東証　1部
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問合せ先責任者  役職名  執行役員経営企画本部副本部長   氏名 遠藤　隆　　　　 TEL (03) 3588 - 5700
中間決算取締役会開催日　　平成 18年 11月 22日

米国会計基準採用の有無 無

１. 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）百万円未満切り捨て

　　　 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 99,977 △5.2 1,464 △ 46.3 724 △ 68.9

17年9月中間期 105,441 5.7 2,726 △ 18.9 2,326 △ 10.3

18年3月期 230,474 2.3 6,848 △ 13.6 5,647 △ 7.5

     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 80 △ 90.0 0.41 0.41

17年9月中間期 803 △ 55.9 7.67 5.59

18年3月期 2,132 △ 18.3 19.24 14.84

(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       47 百万円　　　18年  3月期 　　 9 百万円    

     ②期中平均株式数(連結）　普通株式　18年  9月中間期　,、99,980,314 株　　17年  9月中間期  　　 99,987,101 株　18年  3月期　,、99,985,610 株

     ②期中平均株式数(連結）　優先株式　18年  9月中間期　,、92,750,000 株　　17年  9月中間期  　　 92,750,000 株　18年  3月期　,、02,750,000 株

　　　　　　　　（優先株式の内訳については、次ページをご参照下さい。）

     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

(2)連結財政状態
       　総  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 169,310 30,908 18.2 198.30

17年9月中間期 164,717 28,936 17.6 179.02

18年3月期 173,772 31,227 18.0 200.23

(注)期末発行済株式数（連結）　普通株式　18年  9月中間期   99,977,983 株　　17年  9月中間期  　　  99,985,860 株　18年  3月期   99,982,786 株

(注)期末発行済株式数（連結）　優先株式　18年  9月中間期   92,750,000 株　　17年  9月中間期  　､　 92,750,000 株　18年  3月期   02,750,000 株

　　　　　　　、（優先株式の内訳については、次ページをご参照下さい。）

(3)連結キャッシュ･フローの状況
　　　営業活動による 　　　　投資活動による 　　　財務活動による 　現金及び現金同等物
　　　キャッシュ・フロー 　　　　キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー 　　期　末　残　高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △ 4,256 205 5,666 22,770

17年9月中間期 △ 5,398 △ 1,179 4,486 19,047

18年3月期 5,142 △ 1,642 △3,572 21,202

(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　―　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. 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 233,000 2,900 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6円76銭 

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、添付資料の３ページから６ページ、５４ページを参照してください。

代　　　表　　　者　役職名  代表取締役社長  　　　　　　　　　　　氏名 新名　順一

純　資　産

takahashik
新規スタンプ



（ハザマ） 

「期中平均株式数（連結）」 
 18 年 9 月中間期 17 年 9 月中間期 18 年 3 月期 
 株 株 株 
 普通株式 99,980,314  99,987,101  99,985,610  
       
 優先株式 2,750,000  2,750,000  2,750,000  
  第Ⅰ種優先株式 （750,000） （750,000） （750,000） 
  第Ⅱ種優先株式 （875,000） （875,000） （875,000） 
  第Ⅲ種優先株式 （875,000） （875,000） （875,000） 
  第Ⅳ種優先株式 （250,000） （250,000） （250,000） 

 
「期末発行済株式数（連結）」 

 18 年 9 月中間期 17 年 9 月中間期 18 年 3 月期 
 株 株 株 
 普通株式 99,977,983  99,985,860  99,982,786  
       
 優先株式 2,750,000  2,750,000  2,750,000  
  第Ⅰ種優先株式 （750,000） （750,000） （750,000） 
  第Ⅱ種優先株式 （875,000） （875,000） （875,000） 
  第Ⅲ種優先株式 （875,000） （875,000） （875,000） 
  第Ⅳ種優先株式 （250,000） （250,000） （250,000） 

    
「１．18 年９月中間期、17 年 9 月中間期および 18 年 3 月期の連結業績」指標算式 

○ １株当たり中間（当期）純利益 

          中間（当期）純利益 － 普通株式に帰属しない金額 

  普通株式の中間(当期)期中平均株式数 － 普通株式の中間(当期)期中平均自己株式数 

○ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

  中間（当期）純利益 － 普通株式に帰属しない金額 ＋中間（当期）純利益調整額    
  普通株式の中間（当期）期中平均株式数 － 普通株式の中間（当期）期中平均自己株式数 ＋ 潜在株式数 

○ １株当たり純資産 
            中間(当期)期末の普通株式に係る純資産額 

  普通株式の中間（当期）期末発行済株式数 － 普通株式の中間(当期)期末自己株式数 

 
「２．19 年 3 月期の連結業績予想」指標算式 

○ 1 株当たり予想当期純利益(通期) 

   予想当期純利益 － 普通株式に帰属しない予想金額 

  普通株式の中間期末発行済株式数 － 普通株式の中間期末自己株式数 
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                                          （ハザマ）       
 
 

[添付資料] 
企 業 集 団 の 状 況 

 
当社グループは、平成 18 年９月 30 日現在、当社、子会社５社、関連会社６社で構成され、建設事業を

主な事業とし、さらに各事業に関連する事業活動を展開しております。 
当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりです。 
 
建 設 事 業 

当社は総合建設業を営んでおり、施工する工事の一部を連結子会社である青山機工(株)に発注してお

ります。 
その他の事業        

連結子会社であるハザマ興業(株)は、建設用資材の販売及びリースを主要事業としており、当社に対

し建設用資材を納入及びリースしております。 
 
事業の系統図は次のとおりです。 
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経 営 方 針 

 

  (1)経営の基本方針 

当社は、「社会の一員としてひとりひとりの価値創造を活かし、豊かな未来の実現に貢献

する。」を企業理念に掲げ、社会・顧客の要望や期待に応え、ライフサイクルを通じて価値

ある製品・サービスを提供するとともに、環境と調和する建設活動を通じてより豊かな環

境づくりに貢献することを経営の基本方針としております。 

 

  (2)会社の利益配分に関する基本方針 

 利益配分につきましては、当社の業績、連結決算状況、将来の収益ならびに財務体質の

状況等を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。 

  

   (3)中長期的な経営戦略および対処すべき経営課題 

①「ハザマ第２次中期経営計画」について    
当社グループは、グループを取り巻く環境の変化に即応すべく、成長戦略への転換をテ

ーマとした｢ハザマ第２次中期経営計画（平成18年3月期から平成20年3月期）｣を鋭意遂行中

です。具体的実施項目としては、建設市場の縮小による受注環境の悪化に備え、首都圏の支

店体制の見直しをはじめとする営業体制の再構築や土木事業部門に「見積・原価戦略グルー

プ」を設置し、コストダウン対策を実施するとともに技術部門との連携により技術提案力の

強化を図るなど競争力の強化に取り組み、一定の成果をあげることが出来ました。 

しかしながら、今後の受注競争の一段の激化に加え、この度の指名停止等の事態を踏ま

え、当社グループとしては、これらの業績に与える影響等を十分に検証し、必要に応じ、さ

らなる「営業体制の見直し」と「技術力・収益力の強化」を積極的に推し進め、経営基盤の

一層の強化に必要な施策を講じてまいります。 

②内部統制機能の充実について 

 当社は、内部統制機能の充実として、平成18年5月15日に内部統制システムの基本方針を

定め、法令遵守の徹底に向けた組織体制の構築を進めてまいりました。しかしながら、今般、

和歌山県発注（平成16年）のトンネル工事の入札において、談合罪にて従業員１名が平成18

年11月1日に大阪地方検察庁から起訴される事態を踏まえ、当社としては、以下のとおりの

コンプライアンス強化策を実施し、再発防止とともに早期の信頼回復に努めてまいる所存で

す。 

■実施するコンプライアンス強化策 
１．ハザマ行動規範の改訂 
２．適正な営業活動の確保 
３．コンプライアンス委員会・推進部の設置 
４．内部通報制度の新設 
５．定期的な教育・研修の実施 
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経営成績および財政状態 

 (1)経営成績 

 当中間期におけるわが国の経済は、民間需要による設備投資が持続し、これに個人消費

の増勢や雇用状況の改善が加わる形で、内需拡大の傾向がさらに鮮明となっており、景気

の拡大が戦後 長の「いざなぎ景気」を更新する勢いを見せております。 

 当社グループの主たる事業の建設産業におきましては、工場等の民間建設投資が増加す

る一方で、公共事業投資の減少等により全体としては建設投資が依然低い水準にとどまる

中、受注競争のさらなる激化により一段と厳しい状況になっております。 

 こうした状況のもと、当社グループの中間連結会計期間の業績は、海外土木工事および

国内外の建築工事の受注が好調であったことから、当社個別の受注高が1,072億円（前中間

連結会計期間比25.3％増加）、施工高も1,021億円（前中間連結会計期間比4.7％増加）と順

調に推移したものの、当中間期に売上計上される進行基準工事の割合が減少したことから、

連結の売上高は999億円（前中間連結会計期間比5.2％減少）となりました。連結の利益に

つきましては、営業利益は14億円（前中間連結会計期間比46.3％減少）、経常利益が7億円

（前中間連結会計期間比68.9％減少）、中間純利益は80百万円（前中間連結会計期間比

90.0％減少）となりました。 

  事業の種類別セグメントにつきましては、建設事業における売上高は918億円（前中間連

結会計期間比5.3％減少）、営業利益は16億円（前中間連結会計期間比39.4％減少）となり、

その他の事業における売上高は80億円（前中間連結会計期間比3.8％減少）、営業利益は1億

円（前中間連結会計期間比56.9％減少）となりました。 

 また、所在地別セグメントにつきましては、日本国内における売上高は859億円（前中間

連結会計期間比6.3％減少）、営業利益は18億円（前中間連結会計期間比37.5％減少）とな

り、その他の地域における売上高は139億円（前中間連結会計期間比2.3％増加）、営業損失

は1億円（前中間連結会計期間における営業利益は6百万円）となりました。 

 

なお、当社における主な受注工事および完成工事は次のとおりです。 

■主な受注工事  

アルジェリア公共事業省高速道路公団 アルジェリア東西高速道路東工区 

横浜市水道局     水場から減圧水槽Φ１５００ｍｍ導水管布設替工事（その１４） 

名古屋鉄道㈱       西尾線碧海桜井駅付近鉄道高架化に伴う本線土木（その３）工事 

（学）奈良学園        （仮称）関西科学大学第一期１号館、アリーナ新築工事                 

三井不動産（株） （仮称）浦安市東野一丁目計画新築工事     

■主な完成工事  

大阪府土地開発公社 岬町多奈川地区多目的公園用地造成事業土砂採取・供給工事 

 横浜市 高速鉄道４号線高田西工区土木工事 

首都高速道路(株) SJ34工区（1－4･2）西新宿北連結路トンネル工事 

中部電力(株) 尾鷲火力排煙脱硫装置撤去工事 

富士電機Ｅ＆Ｃ（株） 太陽電池熊本工場新築工事 

 

(2)通期の見通し 

 今後の景気見通しにつきましては、米国の住宅市場の落ち込みによる景気減速の影響や

原油をはじめとするエネルギー価格の上昇等の懸念材料はあるものの、国内需要が設備投

資から消費に切り替わることにより景気拡大は今後も持続して行くものと見込まれます。 
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 一方、建設産業を取り巻く環境については、民間需要主導よる設備投資増加により民間

受注は堅調に推移すると思われますが、官公庁受注については受注競争の激化の影響など、

建設市場の先行きは依然不透明な状況となっております。 
当社といたしましては、今後の受注競争の激化の影響等を踏まえ、５４ページ《ご参考》

『平成 19 年 3 月期中間実績および通期見通し』に記載のとおり、受注高・施工高・売上高

については前期実績および期首予想値をほぼ確保できるものの、当期純利益については、

利益率の低下の影響により期首予想値を下回るものと予想しております。 
 

 (3)財政状態 

中間連結会計期間における連結ベースの各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益9億円を計上いたしまし

たが、仕入債務の減少172億円、未成工事支出金の増加73億円等により3億円の利息の支払

後で42億円のマイナスとなりました。 

（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、有形固定資産の売却等による収入2億円等により

2億円のプラスとなりました。 

（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、一時的な運転資金需要による短期借入金の増加

等により56億円のプラスとなりました。 

以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高と比較して15億円増加し、227

億円となりました。 

 

 ■キャッシュ・フロー指標の状況 

指 標 平成16年 

9月中間期

平成17年 

3月期 

 

平成17年 

9月中間期

平成18年 

3月期 

 

平成18年 

9月中間期

自己資本比率 16.3％ 16.0％ 17.6％ 18.0％ 18.2％

時価ベースの

自己資本比率 
13.3％ 16.0％ 18.0％ 20.8％ 12.4％

債務償還年数 21.2年 4.6年 

イ ン タ レ ス

ト・カバレッ

ジ・レシオ 

1.4 6.8 

（注）１．各指標の計算基準は次のとおりです。なお、いずれも連結ベースの財務

数値により算出しております。 

自己資本比率     ：自己資本/総資産 

時価ﾍﾞ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・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ：営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ/利払い 

  ２．株式時価総額は、（中間）期末株価終値×発行済普通株式数（自己株式

控除後）により算出しております。 

  ３．有利子負債は、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。 

４．営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰは、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

を使用しております。 

５．利払いは、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。 
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（ハザマ） 
       

６．中間期の債務償還年数およびｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵについては、中間

期の営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰの変動が大きく、通期と比較することの有効性が

低いと判断し、記載を省略しております。 

 

(4)事業等のリスク 

 当社は事業等のリスクについて、㈱東京証券取引所に提出しているコーポレートガバナンス報

告書にて詳細を掲載しておりますのでそちらを参照ください。 

（掲載ホームページアドレス http://www.tse.or.jp） 
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（ハザマ） 

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) 

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) 

対前連結会計
年度増減 

区分 注記
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金預金 ※１ 19,541 23,364 21,796 1,567

２ 受取手形・完成工事 
  未収入金等 ※２ 57,415 55,341 65,259 △9,918

３ 未成工事支出金  15,162 20,742 13,343 7,398

４ その他たな卸資産  659 642 723 △81

５ 立替金  17,337 17,584 20,334 △2,749

６ 繰延税金資産  4,395 5,156 5,934 △777

７ その他 ※１ 4,644 4,026 3,672 353

貸倒引当金  △56 △141 △135 △5

流動資産合計  119,100 72.3 126,716 74.8 130,928 75.3 △4,212

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物・構築物 ※１ 16,006 15,545 15,641 △95

(2) 機械・運搬具・ 
  工具器具備品  13,105 12,971 12,994 △23

(3) 土地 ※１ 14,607 14,463 14,506 △42

(4) 建設仮勘定  9 ― ― ―

減価償却累計額  △19,937 △19,977 △19,778 △198

有形固定資産計  23,790 23,003 23,364 △361

２ 無形固定資産  567 434 517 △82

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 12,908 14,387 14,295 92

(2) 繰延税金資産  4,483 1,258 953 305

(3) その他 ※１ 4,065 3,654 3,877 △223

貸倒引当金  △199 △144 △164 20

投資その他の資産計  21,258 19,155 18,961 193

固定資産合計  45,616 27.7 42,594 25.2 42,843 24.7 △249

資産合計  164,717 100.0 169,310 100.0 173,772 100.0 △4,462
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（ハザマ） 

  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) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

対前連結会計
年度増減 

区分 注記
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形・工事 
  未払金等 ※２ 60,777 53,522 70,803 △17,280

２ 短期借入金 ※１ 11,000 12,989 5,989 7,000

３ 未成工事受入金  13,895 25,095 14,240 10,854

４ 預り金  21,648 22,025 25,379 △3,353

５ 完成工事補償引当金  270 451 467 △16

６ 賞与引当金  416 447 339 108

７ 工事損失引当金  360 190 231 △41

８ その他  3,632 3,740 4,362 △622

流動負債合計  112,000 68.0 118,462 69.9 121,813 70.1 △3,351

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 20,697 16,632 17,607 △974

２ 退職給付引当金  3,072 3,277 3,065 211

３ その他  11 29 58 △29

固定負債合計  23,781 14.4 19,939 11.8 20,731 11.9 △791

負債合計  135,781 82.4 138,401 81.7 142,545 82.0 △4,143

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  12,000 7.3 ― ― 12,000 6.9 △12,000

Ⅱ 資本剰余金  9,000 5.5 ― ― 9,000 5.2 △9,000

Ⅲ 利益剰余金  6,209 3.8 ― ― 7,538 4.3 △7,538

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金  1,730 1.0 ― ― 2,693 1.6 △2,693

Ⅴ 自己株式  △3 △0.0 ― ― △4 △0.0 4

資本合計  28,936 17.6 ― ― 31,227 18.0 △31,227

負債資本合計  164,717 100.0 ― ― 173,772 100.0 △173,772
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（ハザマ） 

  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) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

対前連結会計
年度増減 

区分 注記
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― 12,000 ― 12,000

２ 資本剰余金  ― 9,000 ― 9,000

３ 利益剰余金  ― 7,261 ― 7,261

４ 自己株式  ― △5 ― △5

株主資本合計  ― ― 28,255 16.7 ― ― 28,255

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金  ― 2,618 ― 2,618

２ 繰延ヘッジ損益  ― △7 ― △7

評価・換算差額等 
合計  ― ― 2,610 1.6 ― ― 2,610

Ⅲ 新株予約権  ― ― 42 0.0 ― ― 42

純資産合計  ― ― 30,908 18.3 ― ― 30,908

負債純資産合計 ― ― 169,310 100.0 ― ― 169,310
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（ハザマ） 

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) 

対前中間連
結会計期間

増減 

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
（％）

金額 
(百万円) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

１ 完成工事高 97,040 91,897 △5,143 213,328 

２ 付帯事業等売上高 8,400 8,080 △320 17,145 

売上高合計  105,441 100.0 99,977 100.0 △5,463  230,474 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 完成工事原価 89,689 85,531 △4,157 197,140 

２ 付帯事業等売上原価 7,715 7,611 △104 15,883 

売上原価合計  97,405 92.4 93,143 93.2 △4,261  213,024 92.4

売上総利益    

(1) 完成工事総利益 7,351 6,365 △986 16,187 

(2) 付帯事業等総利益 684 469 △215 1,262 

売上総利益計  8,036 7.6 6,834 6.8 △1,201  17,449 7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,310 5.0 5,370 5.3 60  10,601 4.6

営業利益  2,726 2.6 1,464 1.5 △1,261  6,848 3.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 19 22 2 45 

２ 受取配当金 84 107 22 170 

３ 保険収入 75 50 △24 ― 

４ 持分法による投資利益 47 ― △47 9 

５ 為替差益 41 ― △41 103 

６ その他 35 32 △2 97 

営業外収益合計  304 0.3 212 0.2 △91  427 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 348 402 54 828 

２ 為替差損 ― 208 208 ― 

３ 先行投資費用 159 160 1 374 

４ シンジケートローン 
  手数料 

101 ― △101 ― 

５ その他 94 181 86 424 

 営業外費用合計  703 0.7 952 1.0 248  1,627 0.7

経常利益  2,326 2.2 724 0.7 △1,602  5,647 2.5

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 54 60 5 54 

２ 貸倒引当金戻入益 117 15 △101 38 

３ 固定資産売却益 ※２ 22 240 218 30 

４ 投資有価証券売却益 ― 287 287 ― 

 特別利益合計  193 0.2 604 0.6 411  122 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ ― 53 53 ― 

２ 投資有価証券評価損 ― 133 133 160 

３ ゴルフ会員権等評価損 ― 114 114 ― 

４ 訴訟和解費用 ― 57 57 113 

５ 本店等移転損失 589 ― △589 590 

６ その他 236 50 △186 256 

 特別損失合計  826 0.8 409 0.4 △417  1,121 0.5

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 1,693 1.6 919 0.9 △773  4,649 2.0

法人税、住民税及び 
事業税 

244 379 135 538 

法人税等調整額 644 459 △185 1,977 

税金費用計  889 0.8 838 0.8 △50  2,516 1.1 

中間(当期)純利益  803 0.8 80 0.1 △723  2,132 0.9
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（ハザマ） 

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 

(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  9,000
 

9,000

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  9,000
 

9,000

  
 

(利益剰余金の部)  
 

Ⅰ 利益剰余金期首残高  5,779
 

5,779

Ⅱ 利益剰余金増加高  
 

中間(当期)純利益  803 803 2,132 2,132

Ⅲ 利益剰余金減少高  
 

   株主配当金  207 207 

   連結子会社と非連結子会社の 
合併に伴う利益剰余金減少高  165 373 165 372

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  6,209  7,538
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（ハザマ） 

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 
項  目 

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) 
12,000 9,000 7,538 △4 28,533

中間連結会計期間中の 

変動額 
  

 剰余金の配当  △357  △357

 中間純利益  80  80

 自己株式の取得  △1 △1

中間連結会計期間中の 

変動額合計  (百万円) 
― ― △277 △1 △278

平成18年９月30日残高 

(百万円) 
12,000 9,000 7,261 △5 28,255

 

 

評価・換算差額等 

項  目 
その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 

(百万円) 
2,693 ― 2,693 42 31,270

中間連結会計期間中の 

変動額 
  

 剰余金の配当   △357

 中間純利益   80

 自己株式の取得   △1

 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) 

△75 △7 △83 ― △83

中間連結会計期間中の 

変動額合計  (百万円) 
△75 △7 △83 ― △362

平成18年９月30日残高 

(百万円) 
2,618 △7 2,610 42 30,908
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（ハザマ） 
 

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) 

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) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,693 919 4,649

２ 減価償却費  488 460 1,011

３ 貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 △115 △14 △38

４ 本店等移転損失  589 ― 590

５ 受取利息及び受取配当金  △104 △129 △215

６ 支払利息  348 402 828

７ 為替差損益 
(益：△) 

 △74 47 △223

８ ゴルフ会員権等評価損  ― 114 ―

９ 有形固定資産売却損益 
(益：△) 

 △20 △187 △13

10 投資有価証券売却損益 
(益：△) 

 ― △285 20

11 投資有価証券評価損  ― 133 160

12 売上債権の増減額 
(増加：△) 

 8,574 9,917 731

13 未成工事支出金の増減額 
(増加：△) 

 △1,405 △7,398 419

14 たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 437 81 345

15 立替金の増減額 
(増加：△) 

 1,033 2,749 △1,962

16 仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 △12,297 △17,280 △2,272

17 未成工事受入金の増減額 
(減少：△) 

 144 10,854 490

18 預り金の増減額 
(減少：△) 

 △1,229 △3,353 2,500

19 未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

 △2,545 △880 △570

20 その他  △361 301 △537

小計  △4,845 △3,546 5,914

21 利息及び配当金の受取額  107 125 576

22 利息の支払額  △270 △384 △759

23 法人税等の支払額  △389 △450 △589

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △5,398 △4,256 5,142
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（ハザマ） 

  
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) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券・投資有価証券の 
取得による支出 

 ― △679 △632

２ 有価証券・投資有価証券の 
売却等による収入 

 11 681 329

３ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △383 △114 △710

４ 有形固定資産の売却による 
収入 

 37 291 327

５ 貸付けによる支出  △60 △72 △90

６ 貸付金の回収による収入  75 101 98

７ その他  △861 △3 △963

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,179 205 △1,642

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額 
(減少：△) 

 8,000 6,355 1,700

２ 長期借入れによる収入  3,000 ― 15,897

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △6,305 △329 △21,002

４ 株主配当金の支払額  △207 △357 △207

５ その他  △0 △1 41

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 4,486 5,666 △3,572

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 74 △47 209

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額(減少：△) 

 △2,017 1,567 138

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 20,947 21,202 20,947

Ⅶ 合併による現金及び 
現金同等物の増加額 

 116 ― 116

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 19,047 22,770 21,202
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（ハザマ） 
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 

(1) 連結子会社の数 ２社

  青山機工㈱ ハザマ興

業㈱ 

(1) 連結子会社の数 ２社

   同左 

(1) 連結子会社の数 ２社

   同左 

 (2) 主要な非連結子会社名

  ㈱ジオスケープ 

 非連結子会社は、企業集

団における重要性が低く、

またこれらの総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等の観点か

らみて、いずれもそれぞれ

小規模であり、全体として

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない。

 なお、日本イコス㈱は、

平成17年４月１日をもっ

て、青山機工㈱により吸収

合併されている。 

(2) 主要な非連結子会社名

  ㈱ジオスケープ 

 非連結子会社は、企業集

団における重要性が低く、

またこれらの総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等の観点か

らみて、いずれもそれぞれ

小規模であり、全体として

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない。

  

(2) 主要な非連結子会社名

  ㈱ジオスケープ 

 非連結子会社は、企業集

団における重要性が低く、

またこれらの総資産、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)等の観点か

らみて、いずれもそれぞれ

小規模であり、全体として

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていない。 

 なお、日本イコス㈱は、

平成17年４月１日をもっ

て、青山機工㈱により吸収

合併されている。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用の非連結子会社

数 無し 

持分法適用の関連会社数 

  １社 

  新津名開発㈱ 

 

 

 

 

 

持分法非適用の主要な非連

結子会社名 

  ㈱ジオスケープ 

持分法非適用の主要な関連

会社名 

  ㈱アッシュクリート 

 持分法非適用会社である

非連結子会社及び関連会社

については、それぞれ中間

純損益及び利益剰余金等に

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、これらの会社に

対する投資については持分

法を適用せず原価法により

評価している。 

持分法適用の非連結子会社

数 無し 

持分法適用の関連会社数 

  無し 

 

 

 

 

 

    

持分法非適用の主要な非連

結子会社名 

   同左 

持分法非適用の主要な関連

会社名 

   同左 

持分法適用の非連結子会社

数 無し 

持分法適用の関連会社数 

  １社 

  新津名開発㈱ 

 なお、新津名開発㈱は、

当連結会計年度に清算され

たため、清算時点までの利

益のうち持分に見合う額を

当期純利益に含めている。

持分法非適用の主要な非連

結子会社名 

   同左 

持分法非適用の主要な関連

会社名 

  ㈱アッシュクリート 

 持分法非適用会社である

非連結子会社及び関連会社

については、それぞれ連結

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、これらの会

社に対する投資については

持分法を適用せず原価法に

より評価している。 

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、中間連結決算日と一致

している。 

   同左  連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致してい

る。 
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（ハザマ） 
 

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) 

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 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

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) 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

   同左 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

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) 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

   同左 

 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 

   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 

 デリバティブ 

  時価法 

デリバティブ 

   同左 

デリバティブ 

   同左 

 たな卸資産 

 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 付帯事業等支出金 

  個別法による原価法 

 材料貯蔵品 

  移動平均法による原価

法 

たな卸資産 

 未成工事支出金 

   同左 

 付帯事業等支出金 

   同左 

 材料貯蔵品 

   同左 

たな卸資産 

 未成工事支出金 

   同左 

 付帯事業等支出金 

   同左 

 材料貯蔵品 

   同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

 建物については定額法

(連結子会社１社は定率

法)、その他の有形固定資

産については定率法によっ

ている。 

 なお、連結子会社(１社)

はリース資産について、リ

ース契約期間を耐用年数と

する定額法によっている。

 また、耐用年数及び残存

価額については、主として

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっている。

有形固定資産 

   同左 

有形固定資産 

   同左 

 無形固定資産 

 定額法によっている。な

お、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と

同一の基準によっている。

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)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。 

無形固定資産 

   同左 

無形固定資産 

   同左 
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（ハザマ） 
 

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) 

 (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、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。 

 なお、回収可能性がほと

んどないと判断した回収不

能見込額(705百万円)につ

いては、金融商品に係る会

計基準(「金融商品に係る

会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平

成11年１月22日))の適用に

より、債権から直接減額し

ている。 

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。 

 なお、回収可能性がほと

んどないと判断した回収不

能見込額(846百万円)につ

いては、金融商品に係る会

計基準(「金融商品に係る

会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平

成11年１月22日))の適用に

より、債権から直接減額し

ている。 

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。 

 なお、回収可能性がほと

んどないと判断した回収不

能見込額(740百万円)につ

いては、金融商品に係る会

計基準(「金融商品に係る

会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平

成11年１月22日))の適用に

より、債権から直接減額し

ている。 

 完成工事補償引当金 

 完成工事にかかわる責任

補修に備えるため、過去の

一定期間における補修実績

率に基づいて計上してい

る。 

完成工事補償引当金 

   同左 

完成工事補償引当金 

   同左 

 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充て

るため、支給見込額基準に

より計上している。 

賞与引当金 

   同左 

賞与引当金 

   同左 

 工事損失引当金 

 受注工事に係わる将来の

損失に備えるため、損失発

生の可能性が高く、かつ、

その損失見込額を合理的に

見積もることができる工事

について、当該損失見込額

を計上している。 

工事損失引当金 

   同左 

工事損失引当金 

   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、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い

る。 

なお、提出会社における

会計基準変更時差異(9,984

百万円)については、15年

による按分額を費用処理し

ている。 

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い

る。 

なお、提出会社における

会計基準変更時差異(9,984

百万円)については、15年

による按分額を費用処理し

ている。 

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、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、提出会社における

会計基準変更時差異(9,984

百万円)については、15年

による按分額を費用処理し

ている。 
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（ハザマ） 

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) 

  過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(３年)による定額法により

費用処理している。 

数理計算上の差異は、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(13年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用

処理することとしている。

 ただし、当中間連結会計

期間は、会計基準変更時差

異の一部を早期償却し、そ

の費用51百万円を特別損失

に計上している。 

 なお、提出会社は会社分

割により会計基準変更時差

異、過去勤務債務及び数理

計算上の差異を承継してお

り、上記費用処理年数は承

継前の期間を含めた年数と

なっている。 

 数理計算上の差異は、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)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用

処理することとしている。

 なお、提出会社は会社分

割により会計基準変更時差

異及び数理計算上の差異を

承継しており、上記費用処

理年数は承継前の期間を含

めた年数となっている。 

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(３年)による定額法により

費用処理している。 

 数理計算上の差異は、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(13年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用

処理することとしている。

 ただし、連結会計年度

は、会計基準変更時差異の

一部を早期償却し、その費

用111百万円を特別損失に

計上している。 

 なお、提出会社は会社分

割により会計基準変更時差

異、過去勤務債務及び数理

計算上の差異を承継してお

り、上記費用処理年数は承

継前の期間を含めた年数と

なっている。 
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（ハザマ） 
 

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) 

 (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

処理によっている。 

同左 同左 

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ている。 

 ただし、為替予約等が

付されている外貨建金銭

債権債務等については、

振当処理を行っている。 

 また、特例処理の要件

を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採

用している。 

ヘッジ会計の方法 

同左 

ヘッジ会計の方法 

同左 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  デリバティブ取引(金

利スワップ及び為替予

約取引) 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

同左 

 ヘッジ対象 

 相場変動等による損

失の可能性がある資

産・負債のうち、相場

変動等が評価に反映さ

れていないもの及びキ

ャッシュ・フローが固

定されその変動が回避

されるもの。 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 ヘッジ方針 

 現在又は将来におい

て、ヘッジ対象となる資

産・負債が存在する場合

に限りデリバティブ取引

を利用する方針であり、

短期的な売買差益の獲得

や投機を目的とするデリ

バティブ取引は行わな

い。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ方針 

同左 

 ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効

性の判定時点までの期間

におけるヘッジ対象及び

ヘッジ手段の相場変動又

はキャッシュ・フロー変

動の累計額を比較するこ

とにより、ヘッジの有効

性を評価している。 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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（ハザマ） 

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) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

① 完成工事高の計上基準

 原則として工事進行基準

を採用している。ただし、

提出会社は、工期１年以下

又は請負金額１億円未満の

工事については工事完成基

準によっている。 

 なお、工事進行基準によ

った完成工事高は62,572百

万 円 、 完 成 工 事 原 価 は

57,563百万円である。 

① 完成工事高の計上基準 

 原則として工事進行基準

を採用している。ただし、

提出会社は、工期１年以下

又は請負金額１億円未満の

工事については工事完成基

準によっている。 

 なお、工事進行基準によ

った完成工事高は57,377百

万 円 、 完 成 工 事 原 価 は

53,060百万円である。 

① 完成工事高の計上基準

 原則として工事進行基準

を採用している。ただし、

提出会社は、工期１年以下

又は請負金額１億円未満の

工事については工事完成基

準によっている。 

 なお、工事進行基準によ

った完成工事高は125,602

百万円、完成工事原価は

114,886百万円である。 

 ② 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理は、

税抜方式によっている。 

② 消費税等の会計処理 

   同左 

② 消費税等の会計処理 

   同左 

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー

計算書における資

金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなる。 

   同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなる。 
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（ハザマ） 
中間連結財務諸表作成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

関する会計基準等） 

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)を適用している。 

これによる損益に与える影響はな

い。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は30,873百万円であ

る。 

 中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表等規則により作成して

いる。     

――――― 
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（ハザマ） 
(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) 

（中間連結損益計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間において、営業外収益の「そ

の他」に含めていた「為替差益」は、重要性が増し

たため、当中間連結会計期間より区分掲記すること

とした。 

  なお、前中間連結会計期間の営業外収益の「その

他」に含まれる「為替差益」は、22百万円である。 

２ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「投資有価証券評価損」（当中間連結会計期間８百

万円）は、重要性が乏しくなったため、特別損失の

「その他」に含めて表示している。 

３ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「固定資産売却損」（当中間連結会計期間16百万

円）は、重要性が乏しくなったため、特別損失の

「その他」に含めて表示している。 

４ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「退職給付変更時差異特別償却」（当中間連結会計

期間51百万円）は、重要性が乏しくなったため、特

別損失の「その他」に含めて表示している。 

５ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「特別退職関連費用」（当中間連結会計期間１百万

円）は、重要性が乏しくなったため、特別損失の

「その他」に含めて表示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「退職給付変更時差異特別償却」（当中間連結会計

期間51百万円）は、重要性が乏しくなったため、営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示している。 

２ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「投資有価証券売却損益（益：△）」（当中間連結

会計期間15百万円）は、重要性が乏しくなったた

め、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示している。 

３ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「投資有価証券評価損」（当中間連結会計期間８百

万円）は、重要性が乏しくなったため、営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

している。 

（中間連結損益計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「シンジケートローン手数料」（当中間連結会計期

間50百万円）は、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含めて表

示している。 

２ 前中間連結会計期間において、特別損失の「その

他」に含めていた「固定資産売却損」は、特別損失

の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の特別損失の「その

他」に含まれる「固定資産売却損」は、16百万円で

ある。 

３ 前中間連結会計期間において、特別損失の「その

他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、特別

損失の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会

計期間より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の特別損失の「その

他」に含まれる「投資有価証券評価損」は、８百万

円である。 

４ 前中間連結会計期間において、特別損失の「その

他」に含めていた「ゴルフ会員権等評価損」は、特

別損失の総額の100分の10を超えたため、当中間連結

会計期間より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の特別損失の「その

他」に含まれる「ゴルフ会員権等評価損」は、13百

万円である。 

５ 前中間連結会計期間において、特別損失の「その

他」に含めていた「訴訟和解費用」は、特別損失の

総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の特別損失の「その

他」に含まれる「訴訟和解費用」は、79百万円であ

る。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めていた「ゴル

フ会員権等評価損」は、重要性が増したため、当中

間連結会計期間より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれる「ゴルフ会

員権等評価損」は13百万円である。 

２ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めていた「投資

有価証券売却損益（益：△）」は、重要性が増した

ため、当中間連結会計期間より区分掲記することと

した。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれる「投資有価

証券売却損益（益：△）」は15百万円である。 
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（ハザマ） 
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) 

 ３ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めていた「投資

有価証券評価損」は、重要性が増したため、当中間

連結会計期間より区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれる「投資有価

証券評価損」は８百万円である。 

４ 前中間連結会計期間において、投資活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めていた「有価

証券・投資有価証券の取得による支出」は、重要性

が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記す

ることとした。 

なお、前中間連結会計期間の投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれる「有価証

券・投資有価証券の取得による支出」は△０百万円

である。 
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（ハザマ） 
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17年３月31日) 

１ ※１ 

  担保に供している資産は次のと 

おりである。 

 (イ)次の債務に対して下記の資産

を担保に供している。 

  債務の内訳 

短期借入金 7,700百万円

長期借入金 20,697 

計 28,397 
 

１ ※１ 

  担保に供している資産は次のと

おりである。 

 (イ)次の債務に対して下記の資産

を担保に供している。 

  債務の内訳 

短期借入金 5,789百万円

長期借入金 16,632 

計 22,422 
 

１ ※１ 

  担保に供している資産は次のと

おりである。 

 (イ)次の債務に対して下記の資産

を担保に供している。 

  債務の内訳 

短期借入金 2,289百万円

長期借入金 17,607 

計 19,897 
 

  担保差入資産 

建物・構築物 5,568百万円

土地 13,593 

投資有価証券 7,004 

計 26,166 
 

  担保差入資産 

建物・構築物 5,176百万円

土地 13,471 

投資有価証券 8,151 

計 26,799 
 

  担保差入資産 

建物・構築物 5,288百万円

土地 13,494 

投資有価証券 8,130 

計 26,913 
 

 (ロ)工事保証等に対して下記の資

産を担保に供している。 

現金預金 481百万円

流動資産・ 
その他 

3 

建物・構築物 310 

土地 84 

投資有価証券 1,863 

投資その他の 
資産・その他 

167 

計 2,911 
 

 (ロ)工事保証等に対して下記の資

産を担保に供している。 

現金預金 481百万円

流動資産・ 
その他 

0 

建物・構築物 295 

土地 84 

投資有価証券 769 

投資その他の
資産・その他

167 

計 1,799 
 

 (ロ)工事保証等に対して下記の資

産を担保に供している。 

現金預金 481百万円

流動資産・ 
その他 

0 

建物・構築物 303 

土地 84 

投資有価証券 743 

投資その他の 
資産・その他 

167 

計 1,781 
 

(ハ)   ―――――  (ハ)関係会社の借入金（2,078百

万円）に対して下記の資産を担

保に供している。 

投資有価証券 24百万円
 

 (ハ)関係会社の借入金（1,878百

万円）に対して下記の資産を担

保に供している。 

投資有価証券 24百万円
 

２ 保証債務 

 (イ)下記の借入金について保証を

行っている。 

従業員 
住宅ローン 

336百万円

 

２ 保証債務 

 (イ)下記の借入金について保証を

行っている。 

従業員 
住宅ローン 

226百万円

 

２ 保証債務 

 (イ)下記の借入金について保証を

行っている。 

従業員 
住宅ローン 

280百万円

 
 (ロ)下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保証

を行っている。 

㈱菱和ライフ 
クリエイト 

813百万円

㈱大京 241 

その他 ２件 211 

計 1,266 
 

 (ロ)下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保証

を行っている。 

扶桑ﾚｸｾﾙ㈱・
有楽土地㈱ 

555百万円

  
 

 (ロ)下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保証

を行っている。 

扶桑ﾚｸｾﾙ㈱・ 
有楽土地㈱ 

124百万円

その他 ２件 28 

計 152 
 

  (ハ) 下記の会社のＰＦＩ事業に

係る履行保証保険契約について

連帯保証を行っている。 

㈱くまもと 
アカデミッ
クサービス 

198百万円

   なお、上記金額は、当社負担 

額を記載している。  

  (ハ)下記の会社のＰＦＩ事業に係

る履行保証保険契約について連

帯保証を行っている。 

㈱くまもと 
アカデミッ
クサービス 

122百万円

   なお、上記金額は、当社負担

額を記載している。 

  (ハ) 下記の会社のＰＦＩ事業に

係る履行保証保険契約について

連帯保証を行っている。 

㈱くまもと 
アカデミッ
クサービス 

174百万円

   なお、上記金額は、当社負担

額を記載している。 
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（ハザマ） 
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17年３月31日) 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

2,151百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

68 

 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

―百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

37 

 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形 
割引高 

―百万円

受取手形 
裏書譲渡高 

85 

 
４     ――――― ４ ※２ 

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してい

る。 

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、次の満期手形が中間連結

会計期間末日残高に含まれてい

る。 

   受取手形      286百万円

４     ――――― 

   支払手形        14 

 

 

(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 ※１  

  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

である。 

従業員給料 
手当 

2,181百万円

賞与引当金 
繰入額 

98 

退職給付費用 104 

  
 

１ ※１  

  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

である。 

従業員給料 
手当 

2,256百万円

賞与引当金 
繰入額 

103 

退職給付費用 289 
 

１ ※１  

  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

である。 

従業員給料 
手当 

4,452百万円

退職給付費用 234 

  
 

２ ※２ 固定資産売却益の内訳 

機械・運搬具 22百万円

計 22 
 

２ ※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 240百万円

その他 0 

計 240 
 

２ ※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置 20百万円

建物 5 

その他 4 

計 30 
 

３ ※３  ――――― 

 

  

  
 

３ ※３ 固定資産売却損の内訳 

土地 23百万円

建物 29 

その他 0 

計 53 
 

３ ※３  ――――― 

 

４ 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る。 

４      同左 ４     ――――― 
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（ハザマ） 
(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 100,000 ― ― 100,000

第Ⅰ種優先株式(千株) 750 ― ― 750

第Ⅱ種優先株式(千株) 875 ― ― 875

第Ⅲ種優先株式(千株) 875 ― ― 875

第Ⅳ種優先株式(千株) 250 ― ― 250

合計 102,750 ― ― 102,750
 
 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 17 4 ― 22
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加    ４千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（千株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 

当中間連結
会計期間
末残高 

会計期間末 （百万円）

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 12,500 ― ― 12,500 42

合計 12,500 ― ― 12,500 42

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載している。 

２ なお、平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していない。 
 

４ 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29日 
定時株主総会 

普通株式 149 1.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年６月29日 
定時株主総会 

第Ⅰ種優先株式 48 64.72 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年６月29日 
定時株主総会 

第Ⅱ種優先株式 65 74.72 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年６月29日 
定時株主総会 

第Ⅲ種優先株式 74 84.72 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年６月29日 
定時株主総会 

第Ⅳ種優先株式 19 79.72 平成18年３月31日 平成18年６月29日
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（ハザマ） 
  (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 

現金預金勘定 19,541百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△493 

現金及び 
現金同等物 

19,047 

  

 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 

現金預金勘定 23,364百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える
定期預金 

△593 

現金及び 
現金同等物 

22,770 

 

 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 

現金預金勘定 21,796百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△593 

現金及び 
現金同等物 

21,202 
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（ハザマ） 

(リース取引関係) 

    ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略している。 

 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
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 6,423 9,259 2,835

 その他 282 293 11

合計 6,705 9,552 2,847

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

  割引金融債 4

  その他 3

合計 8

(2) その他有価証券 

  非上場株式 2,803

合計 2,803

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
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 7,074 11,488 4,414

合計 7,074 11,488 4,414

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

  割引金融債 4

  その他 0

合計 5

(2) その他有価証券 

  非上場株式 2,574

合計 2,574
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（ハザマ） 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
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 6,787 11,259 4,471

合計 6,787 11,259 4,471

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

  割引金融債 4

  その他 0

合計 5

(2) その他有価証券 

  非上場株式 2,707

合計 2,707

 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

該当事項なし。 

 

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) 

当社グループはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

 

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) 

該当事項なし。 
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（ハザマ） 

(セグメント情報) 

①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 
(百万円) 

その他の事業
(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 97,040 8,400 105,441 ― 105,441

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 11,626 11,626 (11,626) ―

計 97,040 20,027 117,067 (11,626) 105,441

営業費用 94,380 19,671 114,052 (11,337) 102,715

営業利益 2,660 355 3,015 (289) 2,726

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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 

その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業 

２ 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361百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 

 

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 
(百万円) 

その他の事業
(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 91,897 8,080 99,977 ― 99,977

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 10,677 10,677 (10,677) ―

計 91,897 18,757 110,655 (10,677) 99,977

営業費用 90,286 18,604 108,890 (10,377) 98,513

営業利益 1,610 153 1,764 (299) 1,464

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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 

その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業 

２ 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314百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 
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（ハザマ） 

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 
(百万円) 

その他の事業
(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 213,328 17,145 230,474 ― 230,474

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 27,149 27,149 (27,149) ―

計 213,328 44,295 257,623 (27,149) 230,474

営業費用 206,427 43,700 250,128 (26,501) 223,626

営業利益 6,900 595 7,495 (647) 6,848

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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 

その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業 

２ 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696百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 
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（ハザマ） 

②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) 
 

 
日本 

(百万円) 
その他の地域
(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 91,772 13,668 105,441 ― 105,441

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 91,772 13,668 105,441 ― 105,441

営業費用 88,768 13,662 102,431 284 102,715

営業利益 3,003 6 3,010 (284) 2,726

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

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361百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 

 

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) 
 

 
日本 

(百万円) 
その他の地域
(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 85,998 13,979 99,977 ― 99,977

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

9 ― 9 (9) ―

計 86,008 13,979 99,987 (9) 99,977

営業費用 84,130 14,103 98,233 279 98,513

営業利益又は営業損失（△） 1,877 △123 1,753 (289) 1,464

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

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314百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 

 

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) 
 

 
日本 

(百万円) 
その他の地域
(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 202,911 27,563 230,474 ― 230,474

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

50 ― 50 (50) ―

計 202,961 27,563 230,524 (50) 230,474

営業費用 195,614 27,410 223,024 601 223,626

営業利益 7,347 152 7,499 (651) 6,848

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

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696百万円である。その主な

ものは、提出会社本店の総務部等管理部門に係る費用である。 
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（ハザマ） 

 ③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) 

 

 日本以外の地域

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,668

Ⅱ 連結売上高(百万円) 105,441

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 

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) 

 

 日本以外の地域

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,979

Ⅱ 連結売上高(百万円) 99,977

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 

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) 

 

 日本以外の地域

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,563

Ⅱ 連結売上高(百万円) 230,474

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 
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（ハザマ） 

(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 179.02円 
 

１株当たり純資産額 198.30円
 

１株当たり純資産額 200.23円
 

１株当たり 
中間純利益金額 

7.67円 

 

１株当たり 
中間純利益金額 

0.41円

 

１株当たり 
当期純利益金額 

19.24円

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

5.59円 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

0.41円

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

14.84円

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりである。 

 

 
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) 803 80 2,132

普通株主に帰属しない金額(百万
円) 

37 39 207

(うち第Ⅲ種優先株式(累積型配
当優先株式)に係る優先株式配当
額(中間会計期間に係る要支払
額)(百万円)) 

37 39 ―

(うち利益処分による優先株式配
当額(百万円)) 

― ― 207

普通株式に係る中間(当期)純利
益(百万円) 

766 40 1,924

普通株式の期中平均株式数(千
株) 

99,987 99,980 99,985

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

中間(当期)純利益調整額(百万
円) 

37 39 207

(うち第Ⅲ種優先株式(累積型配
当優先株式)に係る優先株式配当
額(中間会計期間に係る要支払
額)(百万円)) 

37 39 ―

(うち利益処分による優先株式配
当額(百万円)) 

― ― 207

普通株式増加数(千株) 43,650 110 43,651

(うち優先株式(千株)) 43,650 ― 43,650

(うち新株予約権(千株)) ― 110 0

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

――――― 第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種
優先株式、第Ⅲ種優先株
式、第Ⅳ種優先株式 

――――― 

 

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 
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