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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 16,817 (  23.9) △167 (　－　) △157 (　－　)

17年９月中間期 13,570 (　△4.8) △550 (　－　) △520 (　－　)

18年３月期 37,818 △76 34

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 △124 (  －　) △10 99 － －

17年９月中間期 △1,581 (  －　) △140 04 － －

18年３月期 △1,474 △130 54 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 △14百万円 17年9月中間期 △0百万円 18年3月期 △0百万円
②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 11,295,117株 17年9月中間期 11,295,576株 18年3月期 11,295,399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 30,591 6,115 20.0 541 47

17年９月中間期 28,070 6,169 22.0 546 21

18年３月期 32,294 6,356 19.7 562 79

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 11,295,060株 17年9月中間期 11,295,220株 18年3月期 11,295,220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 124 △258 △543 2,480

17年９月中間期 834 △95 △293 2,637

18年３月期 1,627 △451 △209 3,157

(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 7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 41,000 300 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　      8円85銭
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績等は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社８社及び関連会社３社で構成されており、建設事業、不

動産事業を主な内容とし、更に各事業に関連した事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。

  　なお、次の３部門は「連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

建設事業
当社及び子会社の守谷建工株式会社、守谷道路株式会社、丸善土木株式会社、トヨタホームし

なの株式会社及び機材サービス株式会社は建設事業を営んでおります。

不動産事業 当社及び子会社の守谷不動産株式会社は、不動産事業を営んでおります。

その他の事業
主な事業は次のとおりであります。

子会社の菅平峰の原グリーン開発株式会社は、ゴルフ場の経営を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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建 設 事 業 

連結子会社 
守谷建工株式会社 
守谷道路株式会社 
丸善土木株式会社 
トヨタホームしなの株式会社 
機材サービス株式会社 

不動産事業・その他の事業 

連結子会社 
守谷不動産株式会社 
菅平峰の原グリーン開発株式会社 

 ※上記のほかに持分法適用関連会社として株式会社ソイビートがあります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、創業以来の「良い仕事を残す」をモットーとして、誠実な工事を手がけ堅実な経営に努めて社会

に貢献してまいります。また、常に新しい情報を吸収し、技を磨き、英知を結集して、ますます多様化・高度化する

ニーズに的確に応えていくことが使命であると考えております。

　この方針に沿って、健全な成長を確実なものにするため、攻めと改革の経営を推進し、より高品質の工事の提供と

環境保全活動に積極的に取り組み、受注と収益の拡大を図り、業績の向上と経営基盤の強化に全力を傾注していく所

存であります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要施策の一つと位置づけており、経営基盤の強化、財務体質の

充実、収益力の向上により企業価値を高めることに努めております。配当につきましては、財務状況、連結業績等を

総合的に勘案し、適正かつ安定的な利益配分を行っていく方針であります。

　なお、内部留保金につきましては、業界における競争激化に対処し、財務の安全性を高め、信用力・支払能力の強

化による受注及び仕入の優位性を確保するとともに、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要、新規事業

に向けた投資等に備えるものであり、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引き下げについて、株式の流動性向上並びに個人投資家の株式市場への参加を促進する有効な

施策と認識しております。

　したがって、当社の株価が長期にわたり現在の水準を大幅に上回る状態になった場合には、具体的な施策について

検討したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　平成18年度を初年度とする新中期３ヵ年経営計画の基本方針となる「経営資源の選択と集中による恒常的収益構造

の確立」を実現するために、目標とする経営指標を経常利益の拡大と位置づけ、従来から重視してまいりました完成

工事粗利益率の向上と固定費の削減に注力し、安定した利益を確保する体制を構築するとともに、資産及び資本効率

の意識を高め、総資産利益率（ＲＯＡ）並びに株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上にも努め、企業価値を高めてまいり

ます。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成18年度を初年度とする新中期３ヵ年経営計画を策定し、以下の個別戦略を骨子に中期経営計

画を推進してまいります。

①収益構造の再構築

  従来の長野県を中心営業圏とした受注体制から、長野北陸圏・首都圏・中京圏の３地域を核とした受注体制を確

立し、収益の拡大を図ってまいります。また、リニューアル事業及び開発事業分野の強化と土木事業分野の業務再

構築を実施してまいります。

②人員構造の再構築

  都市圏での業容拡大に伴い経営資源の適正配置を実施し、経営の効率化を図るとともに、技術系職員の採用を積

極的に行い施工品質の維持・向上に努めてまいります。

③組織構造の再構築

  建築・土木の事業分野における協調体制の構築、管理本部の組織体制・情報システムの再構築等、経営環境の変

化に対応した効率的な組織体制への移行と戦略的な情報システムの構築を図ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

①コア(民間建築)事業の競争力の強化

　熾烈な受注競争において競争優位性を保つため、早い段階での情報収集・初動が営業活動に求められており、提

案営業も含め営業力強化による特命受注・設計施工物件のウエートアップが重要課題であります。また、現場部門

での施工精度の向上、購買部門での集中購買の徹底等により、工事原価の削減によるコスト競争力の強化を図って

まいります。
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②新分野の開拓

  造注活動を中心した本業内新分野の事業形態の実現に注力するとともに、新規事業についても引き続き積極的な

検討を行い、建設業以外の分野においても新たな収益事業の展開を模索してまいります。

③ 効率的なグループ経営

　グループ各社の役割の明確化と経営資源の最適化を図るため、グループ各社の統合や業務移管等によるグループ

経営効率の向上も重要課題と認識し、連結経営を意識した対応によりグループとしての企業価値を高めてまいりま

す。

(7）親会社等に関する事項

　  該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　  当該事項につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。

(9）その他,会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　　該当事項はありません。
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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におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の懸念要因を抱えながらも、企業収益の順調な回復

により設備投資は増加し、雇用環境の改善から個人消費も緩やかに増加するなど、内需主導の回復が継続されました。

　建設業界におきましては、景気回復を受けて、民需主導により受注は回復基調にありますが、依然として価格競争

は熾烈であり、需要の増加が利益率の改善に結びつく情勢には至っておりません。

　このような状況のなか、当社グループは、「経営資源の選択と集中による恒常的収益構造の確立」を目指し、「職

員・株主・顧客から信頼される企業の構築」・「攻める地域の明確化による売上の増大」・「各ポジションの連携力

強化による粗利益率の向上」・「固定費の合理的削減」を基本方針として、受注段階から徹底した利益管理を行い、

安定した利益を確保する体制を推進するとともに、長野北陸圏・首都圏・中京圏の３地域を営業圏の核として確立さ

せ、経営資源の適正配置により、売上の増大を図ってまいりました。

  この結果といたしまして、当中間連結会計期間の業績は、売上高が16,817百万円(前年同期比23.9％増)、経常損失

157百万円(前年同期は520百万円の経常損失)、前年同期に比べ特別損失要因が減少し、中間純損失124百万円(前年同

期は1,581百万円の中間純損失)となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（建設事業）

　完成工事高は16,643百万円（前年同期比24.1％増）となり、営業損失は136百万円（前年同期は営業損失518百万

円）となりました。

（不動産事業）

　不動産事業の売上高は41百万円（前年同期比82.0％増）、営業損失は6百万円（前年同期は営業損失10百万円）と

なりました。

（その他の事業）

　その他の事業の売上高はゴルフ事業の低迷により132百万円（前年同期比4.1％減）、営業損失は24百万円（前年

同期は営業損失21百万円）となりました。

(2）財政状態

①　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　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156

百万円減少し、当中間連結会計期間末には2,480百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は124百万円（前年同期は834百万円の獲得）となりました。これは主に工事代金

の回収と仕入等の支払を行った結果によるものであります。

（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258百万円（前年同期は95百万円の使用）となりました。これは主に投資有価証

券の取得によるものであります。

（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543百万円（前年同期は293百万円の使用）となりました。これは主に短期借入

金の返済によるものです。
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②　キャッシュ・フローの指標トレンド

平成17年９月期 平成18年９月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 22.0 20.0 19.7

時価ベースの自己資本比率（％） 11.0 11.3 12.4

債務償還年数（年） 4.3 25.9 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 25.9 4.3 23.6

※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、中間期末（期末）株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・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、中間連結貸借対照表及び連結貸借対照表に

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、

中間連結キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、企業収益が改善し設備投資も増加しており、企業部門の収益環境は今後とも底

堅く推移するものと思われます。企業部門の好調さが家計部門にも波及しつつあり、個人消費の回復基調は続くもの

と見込まれます。一方、原油価格や金利の動向等、今後の経済に影響を与える不安要因もあり、長期に亘って現在の

景気回復基調が持続するか否かは、予断を許さないものがあります。

　建設業界におきましては、民需主導により受注は回復基調にあるものの、引き続き熾烈な価格競争が見込まれるな

かで、資材価格の高止まりや景気回復による労務費等の上昇懸念も残り、経営環境は依然厳しいものと思われます。

　このような環境を踏まえつつ、当社グループは、今年度の基本方針に基づき掲げた諸施策を積極的に推進し、業績

の向上に努めてまいります。

　当中間期の業績は当初予想を上回り、平成18年10月27日付で業績予想の上方修正を行いました。

  直近において業績予想の見直しを実施した結果、通期の連結業績予想は、売上高41,000百万円、経常利益300百万円、

当期純利益100百万円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信提出日（平成18年11月24日）現在において当社グループが

判断したものであります。

 ① 経済の状況及び公共投資の状況について

  当社グループの中核事業である建設事業は、営業活動を行っている地域の経済状況が悪化したり公共投資が減少

した場合は受注面において影響を受けるため、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

 ② 工事受注方法について

  民間工事における発注方法の多くは、工事業者に見積を依頼して、その中から発注先を決定する方法が採られて

います。また、公共工事においては、入札により工事業者を決定する方法が採られています。官・民いずれにおい

ても、受注するための主要な決定要素は見積価格です。したがって、当社グループが他の参加者に比して価格優位

性がない場合は受注できないことになります。競争激化により受注価格が著しく低下したりすると、当社グループ

の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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 ③ 売上高の変動要因について

　当社グループにおける建設事業の売上高は、完成工事基準を採用しているため、工期及び受注時期のタイミング

が、当該連結会計年度の売上高に大きな影響を与えます。連結会計年度をまたぐ工事が増加した場合においては、

当該連結会計年度の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、公共工事においては、連結会計年度後半の完成工事が多いので公共工事の割合が高まれば、中間連結会計

期間の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 資材調達について

　建設事業においては、多くの資材の調達が必要となります。

鋼材等の建設資材の不足あるいは価格が急騰した場合、工期や原価に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財務

状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤ 工事代金回収について

　建設事業においては、工事の受注から完成までに相当期間を要することから、その間に発注者側の信用状況が変

化し、工事代金回収に遅延や貸倒れが発生するリスクを有しております。リスク顕在化により当社グループの業績

及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑥ 瑕疵責任について

　当社グループが行う施工工事・サービス等には、瑕疵が生じるリスクがあります。

　当社グループの中核事業である建設事業は、社会生活の基盤を造る事業であり、公共性・安全性が求められてお

り、責任期間も長期にわたります。そのため、様々な規制・法令の適用があり、また、高い技術力の伴った施工能

力を求められているので、瑕疵が生じた場合は直接的損害のみならず間接的損害の責任も問われる可能性があり、

当社グループの事業、業績及び財務状況にも悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦ 法的規制について

　当社グループの建設事業における取引については、「建設業法」「建築基準法」「宅地建物取引業法」等の法的

規制があります。現時点の規制に従って業務を遂行しておりますが、将来において規制等の変更がなされた場合、

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑧ 人材の確保について

　当社グループの中核事業である建設事業は、優秀な資格者と高度な技術による施工実績の良好な評価が、事業を

継続拡大するためのベースとなっており、それゆえに優秀な人材を獲得し維持する必要があります。

　当社グループの人事部門は、優秀な人材を確保するため注力しておりますが、当社グループが必要とする人材が

計画どおり確保できなかった場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金預金   3,656,658   3,527,131   4,209,859  

受取手形・完成工
事未収入金等

 ※３  5,376,721   6,583,236   9,922,909  

販売用不動産   582,242   485,917   523,957  

未成工事支出金   10,404,915   11,478,028   8,723,654  

繰延税金資産   237,666   145,479   97,121  

その他   313,533   326,687   787,698  

貸倒引当金   △72,033   △179,816   △120,968  

流動資産合計   20,499,705 73.0  22,366,664 73.1  24,144,231 74.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

建物・構築物 ※１ 4,738,873   4,879,690   4,881,916   

機械・運搬具・
工具器具・備品

 1,104,677   1,092,090   1,114,009   

土地 ※１ 3,089,892   3,149,918   3,149,918   

コース勘定  39,577   39,577   39,577   

建設仮勘定  28,874   －   －   

減価償却累計額  △3,591,385 5,410,509  △3,648,816 5,512,460  △3,635,447 5,549,975  

２．無形固定資産   52,492   45,815   48,571  

３．投資その他の資産           

投資有価証券  875,507   1,176,855   1,119,176   

長期貸付金  158,479   82,539   84,104   

繰延税金資産  576,287   670,043   617,688   

その他 ※１ 696,572   1,098,205   1,095,402   

貸倒引当金  △199,452 2,107,394  △361,362 2,666,281  △364,712 2,551,658  

固定資産合計   7,570,396 27.0  8,224,557 26.9  8,150,205 25.2

資産合計   28,070,101 100.0  30,591,221 100.0  32,294,437 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

支払手形・工事未
払金

  7,807,420   10,064,114   11,589,908  

短期借入金 ※１  3,050,804   2,603,572   3,065,572  

未払法人税等   19,548   23,475   126,233  

未成工事受入金   6,868,288   7,595,412   6,587,587  

賞与引当金   52,726   86,436   86,146  

完成工事補償引当
金

  30,991   35,565   33,715  

その他   246,262   320,690   631,659  

流動負債合計   18,076,041 64.4  20,729,265 67.8  22,120,821 68.5

Ⅱ　固定負債           

長期借入金 ※１  561,144   627,772   669,558  

退職給付引当金   1,596,939   1,630,896   1,617,276  

役員退職慰労引当
金

  109,875   115,477   120,901  

入会保証預り金   1,532,400   1,355,700   1,392,400  

その他   24,190   16,140   16,630  

固定負債合計   3,824,549 13.6  3,745,985 12.2  3,816,765 11.8

負債合計   21,900,590 78.0  24,475,251 80.0  25,937,587 80.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,712,500 6.1  － －  1,712,500 5.3

Ⅱ　資本剰余金   1,341,130 4.8  － －  1,341,130 4.2

Ⅲ　利益剰余金   2,969,913 10.6  － －  3,037,666 9.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  146,890 0.5  － －  266,476 0.8

Ⅴ　自己株式   △922 △0.0  － －  △922 △0.0

資本合計   6,169,511 22.0  － －  6,356,850 19.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

  28,070,101 100.0  － －  32,294,437 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １　資本金   － －  1,712,500 5.6  － －

  ２　資本剰余金   － －  1,341,130 4.4  － －

  ３　利益剰余金   － －  2,874,041 9.4  － －

  ４　自己株式   － －  △973 △0.0  － －

株主資本合計   － －  5,926,697 19.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　その他有価証券評

差額金
  － －  189,272 0.6  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  189,272 0.6  － －

純資産合計   － －  6,115,969 20.0  － －

負債純資産合計   － －  30,591,221 100.0  － －
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

完成工事高  13,410,636   16,643,967   37,388,904   

兼業事業売上高  160,363 13,570,999 100.0 173,179 16,817,147 100.0 429,631 37,818,535 100.0

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価  12,972,624   15,729,483   35,454,494   

兼業事業売上原価  99,667 13,072,291 96.3 122.041 15,851,524 94.3 335,947 35,790,442 94.6

売上総利益           

完成工事総利益  438,012   914,483   1,934,410   

兼業事業売上総利
益

 60,696 498,708 3.7 51,138 965,622 5.7 93,683 2,028,093 5.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,048,974 7.7  1,133,471 6.7  2,104,248 5.6

営業損失   550,266 △4.0  167,849 △1.0  76,155 △0.2

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  5,423   1,070   7,426   

受取賃貸料  17,004   19,212   35,370   

その他 ※２ 42,767 65,195 0.5 36,212 56,496 0.4 141,039 183,836 0.5

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  33,551   30,803   69,330   

持分法による投資
損失

 66   14,418   371   

その他  1,743 35,361 0.3 1,154 46,377 0.3 3,125 72,827 0.2

経常利益又は経常
損失（△）

  △520,432 △3.8  △157,730 △0.9  34,854 0.1

Ⅵ　特別利益           

固定資産売却益 ※３ 1,077   515   1,077   

投資有価証券売却
益

 6   －   6   

貸倒引当金戻入益  7,378 8,462 0.1 3,349 3,865 0.0 － 1,084 0.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

固定資産売却損 ※４ －   66   45,051   

固定資産除却損 ※５ 1,468   1,462   3,604   

投資有価証券売却
損

 888   －   888   

投資有価証券評価
損

 －   499   9,999   

貸倒引当金繰入  －   －   192,796   

販売用不動産評価
損

 22,800   －   84,038   

会員権評価損  1,400   －   1,400   

減損損失  ※７ 1,206,388 1,232,946 9.1 － 2,029 0.0 1,206,388 1,544,168 4.1

税金等調整前中間
（当期）純損失

  1,744,915 △12.8  155,894 △0.9  1,508,229 △4.0

法人税、住民税及
び事業税

 14,260   16,589   125,662   

法人税等調整額  △177,349 △163,089 △1.2 △48,392 △31,803 △0.2 △159,352 △33,689 △0.1

中間（当期）純損
失

  1,581,826 △11.6  124,091 △0.7  1,474,540 △3.9

           

(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   1,341,130  1,341,130

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  1,341,130  1,341,130

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,591,274  4,591,274

Ⅱ　利益剰余金減少高      

配当金  39,534  79,067  

中間純損失  1,581,826 1,621,361 1,474,540 1,553,608

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,969,913  3,037,666
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　　　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）　
　

1,712,500 1,341,130 3,037,666 △922 6,090,374

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △39,533  △39,533

中間純損失   △124,091  △124,091

自己株式の取得    △51 △51

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)

－ － △163,625 △51 △163,676

平成18年９月30日　残高（千円）　 1,712,500 1,341,130 2,874,041 △973 5,926,697

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高（千円）　
　　　　　

266,476 266,476 6,356,850

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △39,533

中間純損失   △124,091

自己株式の取得   △51

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）

△77,204 △77,204 △77,204

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円)

△77,204 △77,204 △240,880

平成18年９月30日　残高（千円） 189,272 189,272 6,115,969

（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）

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） 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）純損失

 △1,744,915 △155,894 △1,508,229

減価償却費  84,178 72,022 159,422

退職給付引当金の増
加額

 5,585 13,619 25,922

役員退職慰労引当金
の増加・減少（△）
額

 △319 △5,423 10,706

貸倒引当金の増加・
減少（△）額

 △7,378 55,498 271,072

賞与引当金の増加額  16,647 290 50,067

完成工事補償引当金
の増加・減少（△）
額

 △1,730 1,849 992

受取利息及び受取配
当金

 △11,538 △9,104 △16,669

支払利息  33,551 30,803 69,330

持分法による投資損
失

 66 14,418 371

固定資産売却益  △1,077 △515 △1,077

投資有価証券売却益  △6 － △6

固定資産売却損  － 66 45,051

固定資産除却損  1,468 1,462 3,604

投資有価証券売却損  888 － 888

投資有価証券評価損  － 499 9,999

会員権評価損  1,400 － 1,400

減損損失  1,206,388 － 1,206,388

売上債権の減少・増
加（△）額

 2,118,261 3,339,672 △2,833,775

販売用不動産の減少
額

 10,336 38,039 118,407

未成工事支出金の増
加額

 △2,570,494 △2,754,374 △889,233

仕入債務の増加・減
少（△）額

 △134,803 △1,525,793 3,647,683

未成工事受入金の増
加額

 1,839,310 1,007,825 1,558,610
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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）

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） 金額（千円）

未払消費税等の増
加・減少（△）額

 △8,660 △41,232 58,795

その他流動資産の減
少・増加（△）額

 176,437 230,509 △60,218

その他流動負債の減
少額

 △118,974 △50,007 △203,794

小計  894,621 264,233 1,725,709

利息及び配当金の受
取額

 11,563 8,930 16,568

利息の支払額  △32,235 △29,210 △68,821

法人税等の支払額  △39,285 △119,193 △45,956

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 834,664 124,760 1,627,500

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金純減少・増
加（△）額

 △3,958 5,239 △36,586

有形固定資産の取得
による支出

 △106,924 △31,014 △409,530

有形固定資産の売却
による収入

 9,379 1,752 56,879

無形固定資産の取得
による支出

 △2,368 － △3,066

無形固定資産の売却
による収入

 － － 1,300

投資有価証券の取得
による支出

 △628 △201,121 △53,868

投資有価証券の売却
による収入

 2,781 － 2,781

貸付けによる支出  △11,000 △28,000 △111,000

貸付金の回収による
収入

 1,783 1,564 123,507

その他の投資活動に
よる支出

 △22,112 △14,052 △67,800

その他の投資活動に
よる収入

 37,181 6,745 45,506

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △95,864 △258,886 △451,876
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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）

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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金純減少額  △259,000 △462,000 △292,000

長期借入による収入  50,000 － 750,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △44,540 △41,786 △588,358

自己株式の純増加額  △113 △51 △113

配当金の支払額  △39,455 △39,525 △78,889

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △293,108 △543,362 △209,360

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額

 445,690 △677,488 966,263

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 2,191,670 3,157,934 2,191,670

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 2,637,361 2,480,445 3,157,934
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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 (1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

守谷建工株式会社

守谷道路株式会社

丸善土木株式会社 

菅平峰の原グリーン開発株式

会社

守谷不動産株式会社

トヨタホームしなの株式会社

機材サービス株式会社

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

同左

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

同左 

 (2）主要な非連結子会社の名称

北信越道路サービス株式会社

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

(2）主要な非連結子会社の名称

北信越道路サービス株式会社

 非連結子会社は、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）等からみていずれも小

規模であり、中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外して

おります。

非連結子会社は、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）等からみていずれも小

規模であり、連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除外しておりま

す。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

 　　　　　　　　　　　　　１社

持分法適用関連会社の名称

株式会社ソイビート

(1）持分法適用の関連会社数

 　　　　　　　　　　　　　１社

持分法適用関連会社の名称

同左

(1）持分法適用の関連会社数

 　　　　　　　　　　　　　１社

持分法適用関連会社の名称

同左

 (2）持分法非適用の主要な非連結子

会社名及び関連会社名

持分法非適用の主要な非連結子

会社名

北信越道路サービス株式会社

(2）持分法非適用の主要な非連結子

会社名及び関連会社名

持分法非適用の主要な非連結子

会社名

同左

(2）持分法非適用の主要な非連結子

会社名及び関連会社名

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

株式会社あづみ野フルーツ

パーク

持分法非適用の主要な関連会社

名

同左

持分法非適用の主要な関連会社

名

株式会社あづみ野フルーツ

パーク

 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、それぞ

れ中間純損益（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範囲

から除外しております。

 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、それぞ

れ当期純損益（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範囲

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すべて中

間連結決算日と同じであります。

同左 連結子会社の事業年度はすべて連結

決算日と同じであります。

－ 16 －



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

   

ａ．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

原価は移動平均法により算定）

によっております。

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

却原価は移動平均法により算

定）によっております。

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）に

よっております。

 時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ｂ．たな卸資産 販売用不動産

個別法による原価法によっており

ます。

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

 未成工事支出金

個別法による原価法によっており

ます。

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産及び投資その他の資

産・その他（投資不動産）

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）に

よっております。

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。

有形固定資産及び投資その他の資

産・その他（投資不動産）

同左

有形固定資産及び投資その他の資

産・その他（投資不動産）

同左

 無形固定資産

自社利用ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。

無形固定資産

同左

無形固定資産

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）

(3）重要な引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき計上

しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に

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。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に

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。

 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。

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

均残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の連結会計

年度から費用処理しております。

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

付債務の見込額に基づいて計上し

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

均残存勤務期間内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の連結会計

年度から費用処理しております。

 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づ

く中間連結会計期間末要支給額を

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

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づ

く連結会計年度末要支給額を計上

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

ための重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によってお

ります。

消費税等に相当する額の会計処理

同左

消費税等に相当する額の会計処理

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

なっております。

同左 同左
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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） 　　

    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

り税金等調整前中間純損失は1,206,388千円

増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 　

　　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。これにより営

業損失が12,945千円減少し、税金等調整前

当期純損失は1,193,443千円増加しておりま

す。

なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

 ────── （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6,115,969千円であります。

　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。

 ──────
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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　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

担保に供している資産 

※１　担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

担保に供している資産 

建物・構築物 891,965千円

土地 1,177,529

投資その他の資

産・その他

(投資不動産)

80,000

計 2,149,494

建物・構築物 850,160千円

土地 1,177,529

投資その他の資

産・その他

(投資不動産)

80,000

計 2,107,690

建物・構築物    870,365千円

土地 1,177,529

投資その他の資

産・その他

(投資不動産)

80,000

計 2,127,894

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 2,341,232千円

長期借入金 500,000

計 2,841,232

 (注)上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、当座借越契約の担保に

供しております。なお、当中間連結会

計期間末において同契約による当座借

越残高はありません。

短期借入金 1,850,000千円

長期借入金 500,000

計 2,350,000

 (注)上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、当座借越契約の担保に

供しております。なお、当中間連結会

計期間末において同契約による当座借

越残高はありません。

短期借入金 2,300,000千円

長期借入金 500,000

計 2,800,000

 (注)上記以外に、現金預金のうち定期預金

65,000千円は、当座借越契約の担保に

供しております。なお、当連結会計年

度末において同契約による当座借越残

高はありません。

　２　保証債務

下記の取引先の住宅分譲前金等に対し

て債務保証を行っております。

　２　保証債務

下記の取引先の住宅分譲前金等に対し

て債務保証を行っております。

　２　保証債務

下記の取引先の住宅分譲前金等に対し

て債務保証を行っております。

一建設㈱ 89,090千円

第一住宅協同組合 13,500

㈱ノウビ 58,422

計 161,012

一建設㈱ 125,760千円

第一住宅協同組合 108,110

計 233,870

一建設㈱ 104,540千円

第一住宅協同組合 114,450

㈱ノウビ  60,120

計   279,110

※３　         ────── ※３　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　　　　　　32,729千円

※３　          ──────
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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。

役員報酬    125,168千円

従業員給料手当   342,086

賞与引当金繰入額 15,681

退職給付費用      23,819

減価償却費      55,351

役員退職慰労引当

金繰入額
18,781

役員報酬 124,353千円

従業員給料手当 341,975

賞与引当金繰入額 25,869

退職給付費用 24,695

減価償却費 49,828

役員退職慰労引当

金繰入額
11,098

貸倒引当金繰入額 61,557

役員報酬 249,822千円

従業員給料手当 656,938

賞与引当金繰入額 24,477

退職給付費用 45,804

役員退職慰労引当

金繰入額
29,806

貸倒引当金繰入額 81,795

※２　このうち主要な内訳及び金額は次のと

おりであります。

※２　このうち主要な内訳及び金額は次のと

おりであります。

※２　このうち主要な内訳及び金額は次のと

おりであります。

入会保証預り金償

還益
22,000 千円

入会保証預り金償

還益
15,800千円

入会保証預り金償

還益
89,790千円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

土地 236 千円

投資その他の資

産・その他（投資

不動産）

840  

 計 1,077  

機械・運搬具・

工具器具・備品
515千円

土地 236千円

投資その他の資

産・その他（投資

不動産）

840  

計 1,077  

※４　　　　　　 ───── ※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

※４　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・

工具器具・備品
66千円

建物・構築物     38,226千円

土地 6,620  

無形固定資産 205  

計 45,051  

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物・構築物 922 千円

機械・運搬具・

工具器具・備品
546  

計 1,468  

建物・構築物 299千円

機械・運搬具・

工具器具・備品
1,083 

無形固定資産 80 

計 1,462 

建物・構築物 2,401千円

機械・運搬具・

工具器具・備品
1,157 

無形固定資産 45 

計 3,604 

６　当社及び連結子会社の売上高は、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。

６　当社及び連結子会社の売上高は、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。

６　　　　　　─────
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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）

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）

※７　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

 （千円）

長野県須

坂市

建設事業

資産
土地 48,736

長野県須

坂市

ゴルフ場

資産

建物・構

築物
337,991

コース勘

定
738,981

無形固定

資産
80,679

 当社グループは、自社利用の事業用資産に

ついては主として支店等の拠点ごとに、賃

貸用資産については個別物件ごとにグルー

ピングしております。

その結果、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスの事業について、当該事業の

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（1,206,388千円）

として特別損失に計上しております。なお、

当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、その評価額は不動産鑑

定士の鑑定評価額あるいは固定資産税評価

額に基づいて算定しております。

※７　　　　　  ───── ※７　減損損失

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

 （千円）

長野県須

坂市

建設事業

資産
土地 48,736

長野県須

坂市

ゴルフ場

資産

建物・構

築物
337,991

コース勘

定
738,981

無形固定

資産
80,679

 当社グループは、自社利用の事業用資産に

ついては主として支店等の拠点ごとに、賃

貸用資産については個別物件ごとにグルー

ピングしております。

その結果、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスの事業について、当該事業の

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（1,206,388千円）

として特別損失に計上しております。なお、

当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、その評価額は不動産鑑

定士の鑑定評価額あるいは固定資産税評価

額に基づいて算定しております。 
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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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 11,300 － － 11,300

合計 11,300 － － 11,300

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 4 0 － 4

合計 4 0 － 4

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、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

(1) 配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

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 39,533 3.5  平成18年３月31日  平成18年６月29日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月24日

取締役会
普通株式 39,532 利益剰余金 3.5  平成18年９月30日  平成18年12月11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）

※１．現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

※１．現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

※１．現金及び現金同等物の連結会計年度末

残高と連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係

(平成18年３月31日現在)

現金預金勘定    3,656,658千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金・定期積金
△1,019,297

現金及び現金同等物    2,637,361

現金預金勘定 3,527,131千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金・定期積金
△1,046,685

現金及び現金同等物 2,480,445

現金預金勘定 4,209,859千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金・定期積金
△1,051,925

現金及び現金同等物 3,157,934
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（リース取引関係）

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）

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

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連結会計期間末残高

相当額

　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

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連結会計期間末残高

相当額

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び連結会計年度末残高相当

額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間連
結会計
期間末
残高相
当額
(千円)

建物・構築
物

94,349 46,610 47,738

機械・運搬
具・工具器
具・備品

49,898 31,116 18,781

合計 144,247 77,727 66,520

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間連
結会計
期間末
残高相
当額
(千円)

建物・構築
物

59,381 27,216 32,164

機械・運搬
具・工具器
具・備品

32,768 21,537 11,230

合計 92,149 48,754 43,395

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

連結会
計年度
末残高
相当額
(千円)

 

建物・構築
物

94,349 54,761 39,587

機械・運搬
具・工具器
具・備品

49,898 34,940 14,957

合計 144,247 89,702 54,545

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間連結会計期間末残高が有形固定

資産の中間連結会計期間末残高等に

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。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

連結会計年度末残高が有形固定資産

の連結会計年度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連結会計期間末残高

相当額

２．未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額

２．未経過リース料連結会計年度末残高相当

額

１年内       23,124千円

１年超 43,395

合計 66,520

１年内 20,823千円

１年超 22,572

合計 43,395

１年内 22,299千円

１年超 32,245

合計 54,545

（注）　未経過リース料中間連結会計期間末

残高相当額は、未経過リース料中間

連結会計期間末残高が有形固定資産

の中間連結会計期間末残高等に占め

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。

同左 （注）　未経過リース料連結会計年度末残高

相当額は、未経過リース料連結会計

年度末残高が有形固定資産の連結会

計年度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      17,081千円

減価償却費相当額      17,081千円

支払リース料 11,149千円

減価償却費相当額 11,149千円

支払リース料 29,056千円

減価償却費相当額 29,056千円

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

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

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

 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 421,350 667,584 246,234

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 421,350 667,584 246,234

　（注）　その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 156,199

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

 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 465,212 782,655 317,442

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 465,212 782,655 317,442

　（注）　その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 156,099

匿名組合出資金 200,000

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について499千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べ50％以上下落し、

回復可能性が乏しい、又は不明な場合に減損処理を行っております。
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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

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 464,590 911,557 446,966

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 464,590 911,557 446,966

（注）　その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合は全て減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 156,199

（注）  当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について9,999千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べ50％以上下落し、

回復可能性が乏しい、又は不明な場合に減損処理を行っております。

（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）

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

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）

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

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）

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（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）

不動産事業
（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 13,410,636 22,599 137,764 13,570,999 － 13,570,999

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,785 － － 2,785 (2,785) －

計 13,413,421 22,599 137,764 13,573,784 (2,785) 13,570,999

営業費用 13,931,678 33,347 159,024 14,124,051 (2,785) 14,121,266

営業利益又は営業損失（△） △518,257 △10,748 △21,260 △550,266 － △550,266

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）

不動産事業
（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 16,643,967 41,125 132,054 16,817,147 － 16,817,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
78 － － 78 (78) －

計 16,644,045 41,125 132,054 16,817,225 (78) 16,817,147

営業費用 16,780,423 47,806 156,844 16,985,074 (78) 16,984,996

営業利益又は営業損失（△） △136,377 △6,681 △24,790 △167,849 - △167,849

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）

不動産事業
（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 37,388,904 154,941 274,689 37,818,535 － 37,818,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,578 － － 4,578 (4,578) －

計 37,393,483 154,941 274,689 37,823,114 (4,578) 37,818,535

営業費用 37,416,405 149,515 333,348 37,899,269 (4,578) 37,894,691

営業利益又は営業損失（△） △22,922 5,425 △58,658 △76,155 － △76,155

　（注）　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高集計区分を勘案して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業

その他の事業 ゴルフ場に関する事業他
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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はありませんので記載をしておりません。

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

上高はありませんので記載をしておりません。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額    546円21銭       541円47銭       562円79銭

１株当たり中間（当期）純損

失
  140円04銭       10円99銭    130円54銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損

失が計上されており、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損

失が計上されており、また、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）純損失の算定上の基礎は、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）純損失（千円） 1,581,826 124,091 1,474,540

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）

純損失（千円）
1,581,826 124,091 1,474,540

期中平均株式数（千株） 11,295 11,295 11,295

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．受注高・売上高・繰越高

(1）受注高

 
事業の種類別セグメントの名称

 

 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）

建設事業（千円） 23,694,205 22,516,151 (  5.0％減)

不動産事業（千円） 22,599 50,105 (121.7％増)

その他の事業（千円） 137,764 132,054 (  4.1％減)

合計（千円） 23,854,568 22,698,311 (  4.8％減)

(2）売上高

 
事業の種類別セグメントの名称

 

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）

建設事業（千円） 13,410,636 16,643,967 ( 24.1％増)

不動産事業（千円） 22,599 41,125 ( 82.0％増)

その他の事業（千円） 137,764 132,054 (　4.1％減)

合計（千円） 13,570,999 16,817,147 ( 23.9％増)

(3）繰越高

 
事業の種類別セグメントの名称

 

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）

建設事業（千円） 34,341,783 35,305,948 (  2.8％増)

不動産事業（千円） － 8,980 (　　 －  )

その他の事業（千円） － － (　　 －  )

合計（千円） 34,341,783 35,314,928 (　2.8％増)

 （注）セグメント間の取引については相殺消去しております。
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