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平成１９年３月１日 

各     位     
 

会 社 名  伊 田 テ ク ノ ス 株 式 会 社   

代 表 者 名  代表取締役社長  伊田 登喜三郎   

（ジャスダック・コ－ド   １７３５）     

問合わせ先                    

役職・氏名  取締役副社長    相 澤 秀 司  

電 話 番 号  ０４９３（２２）１１７０        

 
 
 
 

（訂正） 平成１８年６月期中間決算短信（連結）の一部訂正について 
 
 
 

 当社は、平成１８年３月２７日に関東財務局に提出いたしました第６１期中（自 平成１７年７月１日 至 平成

１７年１２月３１日）半期報告書について、マツヤハウジング株式会社を連結子会社化した際の処理に誤りがあった

ため、連結調整勘定及び少数株主持分に誤差が生じました。また、連結貸借対照表関係の注記事項として記載した債

務保証の記載内容、及びリ－ス取引関係に関する記載内容等に一部誤りがありましたので、本日、「半期報告書の訂正

報告書」を関東財務局へ提出いたしました。これに伴い、平成１８年２月２４日付で発表いたしました「平成１８年

６月期中間決算短信（連結）」の記載事項について、別紙のとおり訂正がありますのでご報告いたします。 

 訂正箇所には下線を付しております。 

 

以 上 
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平成１８年６月期 中間決算短信（連結） 
１．平成１７年１２月中間期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 

 

 （訂正前） 
（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 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円    ％
4,196   ( 13.8)
3,687   ( 18.1)

百万円     ％
△1,147  ( △33.1)
△861  (△267.8)

百万円     ％
△1,333  ( △42.1)
△938   (△287.7)

平成１７年 ６月期 20,317  ( 122.6) 914  (  371.1) 722   ( 284.0)
 
 

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 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円    ％
  △653   (△60.3)

 △407   (△70.0)

円   銭
△162   95 
△101   94 

円   銭
－  － 
－  － 

平成１７年 ６月期 268  ( 712.1) 66   54 66  33 
（注）①持分法投資損益      平成17 年12 月中間期 △50 百万円 平成16 年12 月中間期  △9 百万円 平成17 年6 月期 △41百万円 
   ②期中平均株式数（連結） 平成17 年12 月中間期 4,008,155 株 平成16 年12 月中間期 3,996,976 株 平成17 年6 月期 3,999,326 株 
   ③会計処理の方法の変更 有 
   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパ－セント表示は、対前年中間期増減率 
 
（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 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円 
26,653   
21,214   

百万円
4,506  
4,100  

％ 
16.9   
19.3   

円  銭
1,123  66 
1,024  80 

平成１７年 ６月期 26,065   4,781  18.3   1,192  95 
（注）期末発行済株式数（連結）  平成17 年12 月中間期 4,010,438 株 平成16 年12 月中間期 4,001,438 株 平成17 年6 月期 4,006,438 株 
 

 

 

 （訂正後） 
 
（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 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円    ％
4,196   ( 13.8)
3,687   ( 18.1)

百万円     ％
△1,109  ( △32.6)
△836  (△257.3)

百万円     ％
△1,295  ( △43.9)
△900   (△271.9)

平成１７年 ６月期 20,317  ( 122.6) 964  (  396.9) 797   ( 323.9)
 
 

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 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円    ％
  △620   (△39.1)

 △446   (△86.6)

円   銭
△154   77 
△111   62 

円   銭
－  － 
－  － 

平成１７年 ６月期 334  ( 912.1) 82   94 82  67 
（注）①持分法投資損益      平成17 年12 月中間期 △50 百万円 平成16 年12 月中間期  △9 百万円 平成17 年6 月期 △41百万円 
   ②期中平均株式数（連結） 平成17 年12 月中間期 4,008,155 株 平成16 年12 月中間期 3,996,976 株 平成17 年6 月期 3,999,326 株 
   ③会計処理の方法の変更 有 
   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパ－セント表示は、対前年中間期増減率 
 
（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 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本 

 
平成17年12月中間期 
平成16年12月中間期 

百万円 
26,352   
20,988   

百万円
4,562  
4,061  

％ 
17.3   
19.4   

円  銭
1,137  54 
1,015  13 

平成１７年 ６月期 25,864   4,847  18.7   1,209  31 
（注）期末発行済株式数（連結）  平成17 年12 月中間期 4,010,438 株 平成16 年12 月中間期 4,001,438 株 平成17 年6 月期 4,006,438 株 
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３．経営成績及び財政状態 

 （１）当中間連結会計期間の経営成績 

 

（訂正前） 

   ① 業績の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の底

堅い動きなど、全体として緩やかな回復過程をたどりました。しかしながら、原油価格など原材料の高騰、景気回

復に伴う金利の上昇や税制改革による増税などの不安材料もあり、依然として不透明感のある状況が続きました。  

建設業界におきましては、国・地方の財政状況を反映して公共投資は減少傾向が続きましたが、製造業などの設

備投資の増加や大都市圏を中心とした不動産市場の活性化などにより民間投資に明るさが戻ってまいりました。し

かしながら、建設投資全体の事業量が縮小したままのため価格競争は一段と激化し、また建設資材の価格上昇もあ

り、収益面では極めて厳しい経営環境が続いております。  

このような経営環境の中、当社では民需拡大を目指し、子会社マツヤハウジング(株)でのマンション分譲事業の

拡大や当社とマツヤハウジング(株)とのマンション分譲事業での共同事業を推進するとともに、土地活用を切り口

に賃貸マンション、医療福祉施設などの提案型営業を強化して参りました。また、地盤改良事業では、東京、茨城、

愛知に営業所を開設して事業エリアを広げ業容の拡大を目指しました。  

この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、前年同期比 13.8％増加の 4,196 百万円となりました。そのう

ち、建設事業が前年同期比42.7％増加の2,644百万円、採石事業が1.9％減少の493百万円、不動産事業が20.5％

減少の1,058百万円となりました。  

しかし、建設事業では価格競争の激化や建設資材の上昇などにより工事採算性が低下したこと、建設事業や不動

産事業の売上高が下半期に集中することから、販売費や一般管理費の上半期発生額を回収出来なかったことにより、

経常損失は前年同期比42.1％増加の1,333百万円、当期純損失は前年同期比60.3％増加の653百万円となりまし

た。なお、当中間連結会計期間より減損会計を取り入れましたが、減損損失額は12百万円を計上いたしました。  

② 事業の種類別セグメントの状況 

＜建設事業＞  

当社では、お客様にとっての付加価値を創造できる「付加価値創造企業」の実現を基本方針とし、提案営業活動

を展開し収益の向上を図りました。その結果、受注高は、前年同期比1.4％減少の4,536百万円となりました。そ

のうち土木工事は前年同期比を1.4％減少の2,410百万円、建築工事は前年同期比4.1％増加の1,354百万円、地

盤改良工事は前年同期比 9.9％減少の 770 百万円となりました。発注者別内訳の官庁は前年同期比 3.3％減少の

1,963百万円、民間は前年同期比0.0％増加の2,573百万円となり、民間受注比率の構成割合は前期比0.9ポイン

ト増加の56.7％となりました。  

当中間連結会計期間の完成工事高は、期初手持工事及び当中間期間の受注が小型化したため完成割合が高く、前

年同期比42.0％増加の2,644百万円となりました。  

建設事業の営業損失は、公共工事発注単価の下落や過当競争及び原油価格や建設資材の高騰等により利益率が低

下したため、前年同期比27.8％増加の175百万円となりました。 

＜採石事業＞ 

当中間連結会計期間の採石事業売上高は、砂の需要が好転し出荷量が増加しましたが、販売価格の低下が続き、

前年同期比1.7％減少の496百万円となりました。このため製造コスト及び経費の削減に努めましたが、営業利益

は、前年同期比36.6％減少の21百万円となりました。  

＜不動産事業＞  

当中間連結会計期間の不動産事業の売上高は 20.5％減少の 1,061 百万円となりました。そのうち、マツヤハウ

ジング(株)の当中間会計期間の売上高は965百万円となり、マンション分譲販売戸数は、前年同期に比較して8戸

減少の28戸となりました。 

不動産事業の営業損失は、前年同期比41.6％増加のに838百万円となりました。 

なお、マツヤハウジング㈱の売上高は、マンションの販売状況において通常の営業形態として、上半期に比較し

て下半期に販売される割合が大きく、事業年度の上半期と下半期に著しい相違があることにより中間期は営業損失

となっております。 
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（２）財政状態 

① 財政状態の分析 

当中間連結会計期間末の流動資産は、21,089百万円あり、主なものは現金預金4,198百万円、売掛金等794百万

円、未成工事支出金1,308百万円、不動産事業支出金12,302百万円となっております。このうち不動産事業支出

金は、当社及び子会社マツヤハウジング㈱の分譲マンションが下期に完成が集中するため大きく増加しております。

固定資産は、5,563百万円あり、主なものは有形固定資産の3,451百万円となっております。この結果、当中間連

結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して2.3％増加の26,653百万円となりました。 

当中間連結会計期間末の流動負債は、15,810百万円あり、主なものは短期借入金11,882百万円、１年以内償還

の社債500百万円、買掛金等1,384百万円、未成工事受入金1,134百万円となっております。このうち短期借入金

は、当社及び子会社マツヤハウジング㈱のマンション建設による借入金により増加しております。固定負債は、

4,824百万円あり、主なものは長期借入金4,259百万円となっております。従って、当中間連結会計期間末の固定

負債合計は、長期借入金が短期借入金になったため、前連結会計年度末と比較して 49.0％の減少となりました。

この結果、当中間会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して 0.2％減少の 20,635 百万円となりまし

た。 

少数株主持分は、子会社マツヤハウジング㈱の第三者割当増資の当社引受により、前連結会計年度末に比較して

149.4％増加の1,511百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計年度末より2,857百万円減少し中間期末

残高は4,119百万円となりました。  

なお、各活動による主な要因は下記のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フロ－は、売上総利益が前中間連結会計期間を上回ったものの不動産事業における

営業費の増加等により税金等調整前中間純損失が 1,296 百万円となり、さらに、不動産事業支出金の増加により

2,402百万円、仕入債務が3,211百万円減少したことなどにより6,402百万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－）  

投資活動によるキャッシュ・フロ－は、土地等の購入により301百万円、有価証券の購入により100百万円の支

出等により443百万円のマイナスとなりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）  

財務活動によるキャッシュ・フロ－は、借入金の増加により2,855百万円、子会社の増資収入1,171百万円等に

より3,988百万円のプラスとなりました。 

キャッシュ・フロ－指標の推移は次のとおりであります。 

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

 中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

株主資本比率 37.4% 22.8% 19.3% 18.3% 16.9% 

時価ベ－スの株主資本比率 11.6% 20.1% 12.2% 12.1% 14.1% 

債務償還年数(年) － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
－ － － － － 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベ－スの株主資本比率：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－ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※ 営業キャッシュ・フロ－は、連結キャシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ－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、連結キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 各期の債務償還年数並びにインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ－がマイナスのた

め、記載を省略しております。 
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（訂正後） 

① 業績の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の底

堅い動きなど、全体として緩やかな回復過程をたどりました。しかしながら、原油価格など原材料の高騰、景気回

復に伴う金利の上昇や税制改革による増税などの不安材料もあり、依然として不透明感のある状況が続きました。  

建設業界におきましては、国・地方の財政状況を反映して公共投資は減少傾向が続きましたが、製造業などの設

備投資の増加や大都市圏を中心とした不動産市場の活性化などにより民間投資に明るさが戻ってまいりました。し

かしながら、建設投資全体の事業量が縮小したままのため価格競争は一段と激化し、また建設資材の価格上昇もあ

り、収益面では極めて厳しい経営環境が続いております。  

このような経営環境の中、当社では民需拡大を目指し、子会社マツヤハウジング(株)でのマンション分譲事業の

拡大や当社とマツヤハウジング(株)とのマンション分譲事業での共同事業を推進するとともに、土地活用を切り口

に賃貸マンション、医療福祉施設などの提案型営業を強化して参りました。また、地盤改良事業では、東京、茨城、

愛知に営業所を開設して事業エリアを広げ業容の拡大を目指しました。  

この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、前年同期比 13.8％増加の 4,196 百万円となりました。そのう

ち、建設事業が前年同期比42.7％増加の2,644百万円、採石事業が1.9％減少の493百万円、不動産事業が20.5％

減少の1,058百万円となりました。  

しかし、建設事業では価格競争の激化や建設資材の上昇などにより工事採算性が低下したこと、建設事業や不動

産事業の売上高が下半期に集中することから、販売費や一般管理費の上半期発生額を回収出来なかったことにより、

経常損失は前年同期比43.9％増加の1,295百万円、中間純損失は前年同期比39.1％増加の620百万円となりまし

た。なお、当中間連結会計期間より減損会計を取り入れましたが、減損損失額は12百万円を計上いたしました。  

② 事業の種類別セグメントの状況 

＜建設事業＞  

当社では、お客様にとっての付加価値を創造できる「付加価値創造企業」の実現を基本方針とし、提案営業活動

を展開し収益の向上を図りました。その結果、受注高は、前年同期比1.4％減少の4,536百万円となりました。そ

のうち土木工事は前年同期比を1.4％減少の2,410百万円、建築工事は前年同期比4.1％増加の1,354百万円、地

盤改良工事は前年同期比 9.9％減少の 770 百万円となりました。発注者別内訳の官庁は前年同期比 3.3％減少の

1,963百万円、民間は前年同期比0.0％増加の2,573百万円となり、民間受注比率の構成割合は前期比0.9ポイン

ト増加の56.7％となりました。  

当中間連結会計期間の完成工事高は、期初手持工事及び当中間期間の受注が小型化したため完成割合が高く、前

年同期比42.0％増加の2,644百万円となりました。  

建設事業の営業損失は、公共工事発注単価の下落や過当競争及び原油価格や建設資材の高騰等により利益率が低

下したため、前年同期比27.8％増加の175百万円となりました。 

＜採石事業＞ 

当中間連結会計期間の採石事業売上高は、砂の需要が好転し出荷量が増加しましたが、販売価格の低下が続き、

前年同期比1.7％減少の496百万円となりました。このため製造コスト及び経費の削減に努めましたが、営業利益

は、前年同期比36.6％減少の21百万円となりました。  

＜不動産事業＞  

当中間連結会計期間の不動産事業の売上高は 20.5％減少の 1,061 百万円となりました。そのうち、マツヤハウ

ジング(株)の当中間会計期間の売上高は965百万円となり、マンション分譲販売戸数は、前年同期に比較して8戸

減少の28戸となりました。 

不動産事業の営業損失は、前年同期比41.2％増加の800百万円となりました。 

なお、マツヤハウジング㈱の売上高は、マンションの販売状況において通常の営業形態として、上半期に比較し

て下半期に販売される割合が大きく、事業年度の上半期と下半期に著しい相違があることにより中間期は営業損失

となっております。 
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（２）財政状態 

① 財政状態の分析 

当中間連結会計期間末の流動資産は、21,089百万円あり、主なものは現金預金4,198百万円、売掛金等794百万

円、未成工事支出金1,308百万円、不動産事業支出金12,302百万円となっております。このうち不動産事業支出

金は、当社及び子会社マツヤハウジング㈱の分譲マンションが下期に完成が集中するため大きく増加しております。

固定資産は、5,262百万円あり、主なものは有形固定資産の3,451百万円となっております。この結果、当中間連

結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して1.9％増加の26,352百万円となりました。 

当中間連結会計期間末の流動負債は、15,810百万円あり、主なものは短期借入金11,882百万円、１年以内償還

の社債500百万円、買掛金等1,384百万円、未成工事受入金1,134百万円となっております。このうち短期借入金

は、当社及び子会社マツヤハウジング㈱のマンション建設による借入金により増加しております。固定負債は、

4,824百万円あり、主な要因としては１年以内返済予定の長期借入金が流動負債に振替わったため、前連結会計年

度末と比較して 49.0％の減少となりました。この結果、当中間会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比

較して0.2％減少の20,635百万円となりました。 

少数株主持分は、子会社マツヤハウジング㈱の第三者割当増資の当社引受により、前連結会計年度末に比較して

149.4％増加の1,511百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末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に比べ1,402

百万円増加し中間期末残高は4,119百万円となりました。  

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） 

営業活動の結果使用した資金は6,402百万円（前中間連結会計期間比123.1％）となりました。 

これは、税金等調整前中間純損失が1,258百万円となったこと、不動産事業支出金の増加により2,402百万円、

仕入債務を減少させ3,211百万円を支出したこと等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）  

投資活動の結果使用した資金は443百万円（前中間連結会計期間比191.8％）となりました。これは、土地等の

購入により301百万円、有価証券の購入により100百万円支出したこと等によります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）  

財務活動の結果得られた資金は3,988百万円（前中間連結会計期間比137.3％）となりました。これは、借入金

の増加等により2,855百万円、子会社の増資により1,171百万円の収入等によります。 

キャッシュ・フロ－指標の推移は次のとおりであります。 

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

 中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

株主資本比率 37.4% 23.1% 19.4% 18.7% 17.3% 

時価ベ－スの株主資本比率 11.6% 20.3% 12.3% 12.2% 14.3% 

債務償還年数(年) － － － － － 
インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍) － － － － － 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベ－スの株主資本比率：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－ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※ 営業キャッシュ・フロ－は、連結キャシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ－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、連結キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 各期の債務償還年数並びにインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ－がマイナスのた

め、記載を省略しております。 

 



 7 

４．中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

  ① 中間連結貸借対照表 
（訂正前） 

  前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
 要約連結貸借対照表 
平成17年６月30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           

 １ 現金預金 ※２ 
※４  3,018,099   4,198,644   6,999,610  

２ 受取手形・完成工 
    事未収入金等 ※５  899,235   794,116   1,335,763  

 ３ 販売用不動産 ※２  1,725,680   721,444   858,995  

 ４ 未成工事支出金   3,288,067   1,308,004   1,196,205  

 ５ 不動産事業支出金 ※２  6,179,798   12,302,467   9,900,074  

 ６ その他たな卸資産   105,285   87,469   109,036  

 ７ 繰延税金資産   617,518   578,910   130,394  

 ８ その他   630,703   1,104,058   490,089  

   貸倒引当金   △13,447   △5,314   △23,755  

  流動資産合計   16,450,942 77.5  21,089,801 79.1  20,996,413 80.6 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

  (1) 建物・構築物 ※２  951,388   1,193,363   1,135,347  

  (2) 機械・運搬具・ 
      工具器具備品   473,012   478,763   475,224  

  (3) 土地 ※２  1,449,268   1,730,775   1,602,633  

  (4) 建設仮勘定   742   8,475   7,159  

  (5) その他 
      有形固定資産   40,375   40,375   40,375  

   有形固定資産合計   2,914,786 13.8  3,451,752 12.9  3,260,741 12.5 

 ２ 無形固定資産           

  (1) 連結調整勘定   226,110   509,372   245,669  

  (2) その他 
      無形固定資産   118,930   121,131   125,143  

   無形固定資産合計   345,040 1.6  630,503 2.4  370,812 1.4 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   537,342   583,789   502,511  

  (2) 繰延税金資産   226,115   250,055   246,183  

  (3) その他   1,002,865   901,515   943,102  

    貸倒引当金   △262,157   △253,700   △254,300  

   投資その他の資産 
     合計   1,504,167 7.1  1,481,660 5.6  1,437,497 5.5 

  固定資産合計   4,763,995 22.5  5,563,917 20.9  5,069,050 19.4 

  資産合計   21,214,937 100.0  26,653,718 100.0  26,065,464 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成17年６月30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           
 １ 支払手形・ 
   工事未払金等 ※５  1,733,388   1,384,481   4,595,890  

 ２ 短期借入金 ※２  6,776,557   11,882,042   4,921,250  

 ３ 1年以内償還の社債  － 500,000 － 

 ４ 未払法人税等   26,469   35,075   120,663  

 ５ 未成工事受入金   2,283,197   1,134,894   789,124  

 ６ 完成工事補償引当金   43,643   65,218   50,118  

 ７ 賞与引当金   46,000   60,000   53,000  

 ８ 受注工事損失引当金   115,636   33,954   40,799  

 ９ その他   873,488   714,795   647,417  

  流動負債合計   11,898,379 56.1  15,810,460 59.3  11,218,263 43.0 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   500,000   －   500,000  

 ２ 長期借入金 ※２  3,843,220   4,259,878   8,365,340  

 ３ 退職給付引当金   125,580   157,586   138,522  

 ４ 役員退職慰労引当金   302,545   270,247   311,442  

 ５ その他   142,285   137,205   143,805  

  固定負債合計   4,913,631 23.2  4,824,917 18.1  9,459,109 36.3 

  負債合計   16,812,011 79.3  20,635,377 77.4  20,677,373 79.3 

           

(少数株主持分)           

  少数株主持分   302,261 1.4  1,511,966 5.7  606,124 2.4 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   733,202 3.4  735,002 2.7  734,202 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   640,704 3.0  642,504 2.4  641,704 2.5 

Ⅲ 利益剰余金   2,729,041 12.9  3,095,811 11.6  3,405,144 13.1 
Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   11,027 0.1  46,366 0.2  14,224 0.1 

Ⅴ 自己株式   △13,309 △0.1  △13,309 △0.0  △13,309 △0.1 

  資本合計   4,100,664 19.3  4,506,374 16.9  4,781,966 18.3 

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計   21,214,937 100.0  26,653,718 100.0  26,065,464 100.0 
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（訂正後） 

  前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成17年６月30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           

 １ 現金預金 ※２ 
※４  3,018,099   4,198,644   6,999,610  

 ２ 受取手形・完成工 
      事未収入金等 ※５  899,235   794,116   1,335,763  

 ３ 販売用不動産 ※２  1,725,680   721,444   858,995  

 ４ 未成工事支出金   3,288,067   1,308,004   1,196,205  

 ５ 不動産事業支出金 ※２  6,179,798   12,302,467   9,900,074  

 ６ その他たな卸資産   105,285   87,469   109,036  

 ７ 繰延税金資産   617,518   578,910   130,394  

 ８ その他   630,703   1,104,058   490,089  

   貸倒引当金   △13,447   △5,314   △23,755  

  流動資産合計   16,450,942 78.4  21,089,801 80.0  20,996,413 81.2 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

  (1) 建物・構築物 ※２  951,388   1,193,363   1,135,347  

  (2) 機械・運搬具・ 
   工具器具備品   473,012   478,763   475,224  

  (3) 土地 ※２  1,449,268   1,730,775   1,602,633  

  (4) 建設仮勘定   742   8,475   7,159  

  (5) その他 
       有形固定資産   40,375   40,375   40,375  

   有形固定資産合計   2,914,786 13.9  3,451,752 13.1  3,260,741 12.6 

 ２ 無形固定資産           

  (1) 連結調整勘定   －   207,881   44,681  

  (2) その他 
    無形固定資産   118,930   121,131   125,143  

   無形固定資産合計   118,930 0.5  329,013 1.3  169,825 0.6 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   537,342   583,789   502,511  

  (2) 繰延税金資産   226,115   250,055   246,183  

  (3) その他投資等   1,002,865   901,515   943,102  

    貸倒引当金   △262,157   △253,700   △254,300  

   投資その他の資産 
   合計   1,504,167 7.2  1,481,660 5.6  1,437,497 5.6 

  固定資産合計   4,537,884 21.6  5,262,426 20.0  4,868,063 18.8 

  資産合計   20,988,826 100.0  26,352,227 100.0  25,864,477 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成17年６月30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           
 １ 支払手形・ 
   工事未払金等   1,733,388   1,384,481   4,595,890  

 ２ 短期借入金 ※２  6,776,557   11,882,042   4,921,250  

 ３ 1年以内償還の社債 ※２ － 500,000 － 

 ４ 未払法人税等   26,469   35,075   120,663  

 ５ 未成工事受入金   2,283,197   1,134,894   789,124  
 ６ 完成工事補償引当 
   金   43,643   65,218   50,118  

 ７ 賞与引当金   46,000   60,000   53,000  
 ８ 受注工事損失引当 
   金   115,636   33,954   40,799  

 ９ その他   873,488   714,795   647,417  

  流動負債合計   11,898,379 56.7  15,810,460 60.0  11,218,263 43.4 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   500,000   －   500,000  

 ２ 長期借入金 ※２  3,843,220   4,259,878   8,365,340  

 ３ 退職給付引当金   125,580   157,586   138,522  
 ４ 役員退職慰労 
   引当金   302,545   270,247   311,442  

 ５ 連結調整勘定   114,838   ―   102,078  

 ６ その他   142,285   137,205   143,805  

  固定負債合計   5,028,470 23.9  4,824,917 18.3  9,561,188 37.0 

  負債合計   16,926,849 80.6  20,635,377 78.3  20,779,451 80.4 

           

(少数株主持分)           

  少数株主持分   ― ―  1,154,806 4.4  237,500 0.9 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   733,202 3.5  735,002 2.8  734,202 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   640,704 3.1  642,504 2.4  641,704 2.5 

Ⅲ 利益剰余金   2,690,353 12.8  3,151,481 12.0  3,470,703 13.4 
Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   11,027 0.1  46,366 0.2  14,224 0.1 

Ⅴ 自己株式   △13,309 △0.1  △13,309 △0.1  △13,309 △0.1 

  資本合計   4,061,977 19.4  4,562,043 17.3  4,847,525 18.7 
  負債、少数株主持分 
  及び資本合計   20,988,826 100.0  26,352,227 100.0  25,864,477 100.0 
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   ② 中間連結損益計算書 
（訂正前） 

  
前中間連結会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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     

 １ 完成工事高  1,853,286 2,644,961  8,814,736 

 ２ 兼業事業売上高  1,833,874 3,687,160 100.0 1,551,265 4,196,227 100.0 11,502,610 20,317,346 100.0

Ⅱ 売上原価     

 １ 完成工事原価  1,789,800 2,601,512  8,186,613 

 ２ 兼業事業売上原価  1,570,603 3,360,404 91.1 1,233,046 3,834,558 91.4 8,699,350 16,885,964 83.1

   売上総利益     

   完成工事総利益  63,485 43,449  628,122 

   兼業事業総利益  263,270 326,756 8.9 318,219 361,669 8.6 2,803,259 3,431,381 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,188,668 32.3 1,509,092 35.9  2,516,708 12.4

   営業損失(△)又は 
   営業利益   △861,912 △23.4 △1,147,422 △27.4  914,672 4.5

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息及び配当金  2,013 1,439  3,109 

 ２ 受取家賃  5,929 9,209  16,260 

 ３ 保険配当金  2,680 －  － 

 ４ 機械売却益  6,862 －  － 

 ５ 固定資産税清算金  － － 12,937 

 ６ その他  21,103 38,588 1.0 31,686 42,336 1.0 53,302 85,610 0.4

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  77,786 150,197  205,426 

 ２ 持分法による投資損失  9,943 50,424  41,610 

 ３ その他  27,178 114,907 3.1 27,981 228,603 5.5 31,178 278,215 1.3

   経常損失(△)又は 
   経常利益   △938,231 △25.5 △1,333,689 △31.8  722,067 3.6

Ⅵ 特別利益     

 １ 役員退職慰労引当 
   金戻入益  － 50,456  － 

 ２ 土地売却益  130,609 130,609 3.5 － 50,456 1.2 130,609 130,609 0.6

Ⅶ 特別損失     

 １ 貸倒引当金繰入額  － －  16,000 

 ２ 建物除却損  － －  11,702 

 ３ 機械・工具器具 
   備品売却損  15,142 － 15,142 

 ４ 未成工事整理損  － － 15,156 

 ５ 関係会社支援損  － －  12,000 

 ６ 減損損失  － 12,997 － 

 ７ その他特別損失  8,726 23,869 0.6 － 12,997 0.3 8,934 78,937 0.4

   税金等調整前中間純損失 
(△)又は税金等調整前 

   当期純利益 
  △831,492 △22.6 △1,296,231 △30.9  773,739 3.8

   法人税、住民税 
   及び事業税  18,566 15,690  176,543 

   過年度法人税等修正額  － －  3,726 

   法人税等調整額  △288,700 △270,134 △7.3 △454,711 △439,021 △10.5 174,859 355,129 1.8

   少数株主損失(△) 
   又は少数株主利益   △153,900 △4.2 △204,078 △4.8  149,963 0.7

   中間純損失(△) 
   又は当期純利益   △407,457 △11.1 △653,131 △15.6  268,646 1.3
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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           
 １ 完成工事高  1,853,286   2,644,961   8,814,736   
 ２ 兼業事業売上高  1,833,874 3,687,160 100.0 1,551,265 4,196,227 100.0 11,502,610 20,317,346 100.0 
Ⅱ 売上原価           
 １ 完成工事原価  1,789,800   2,601,512   8,186,613   
 ２ 兼業事業売上原価  1,570,603 3,360,404 91.1 1,233,046 3,834,558 91.4 8,699,350 16,885,964 83.1 
   売上総利益           
   完成工事総利益  63,485   43,449   628,122   
   兼業事業総利益  263,270 326,756 8.9 318,219 361,669 8.6 2,803,259 3,431,381 16.9 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,163,545 31.6  1,471,209 35.0  2,466,462 12.2 
   営業損失(△)又は 
   営業利益   △836,788 △22.7  △1,109,539 △26.4  964,919 4.7 

Ⅳ 営業外収益           
 １ 受取利息及び配当金  2,013   1,439   3,109   
 ２ 受取家賃  5,929   9,209   16,260   
 ３ 保険配当金  2,680   －   2,680   
 ４ 機械売却益  6,862   1,752   6,862   
 ５ 固定資産税清算金  － － 12,937 
 ６ 金利スワップ 
   評価益  － 10,788 － 

 ７ 連結調整勘定償却額  12,759   ―   25,519   
 ８ その他  21,103 51,347 1.4 19,145 42,336 1.0 43,760 111,129 0.6 
Ⅴ 営業外費用           
 １ 支払利息  77,786   150,197   205,426   
 ２ 持分法による 
   投資損失  9,943   50,424   41,610   

 ３ その他  27,178 114,907 3.1 27,981 228,603 5.5 31,178 278,215 1.4 
   経常損失(△)又は 
   経常利益   △900,348 △24.4  △1,295,806 △30.9  797,833 3.9 

Ⅵ 特別利益           
 １ 役員退職慰労引当 
   金戻入益  －   50,456   －   

 ２ 土地売却益  130,609 130,609 3.5 － 50,456 1.2 130,609 130,609 0.7 
Ⅶ 特別損失           
 １ 貸倒引当金繰入額  －   －   16,000   
 ２ 建物除却損  －   －   11,702   
 ３ 機械・工具器具 
   備品売却損  15,142 － 15,142 

 ４ 未成工事整理損  － － 15,156 
 ５ 関係会社支援損  －   －   12,000   
 ６ 減損損失  － 12,997 － 
 ７ その他特別損失  8,726 23,869 0.6 － 12,997 0.3 8,934 78,937 0.4 
   税金等調整前 
   中間純損失(△) 
   又は税金等調整前 
   当期純利益 

  △793,608 △21.5  △1,258,348 △30.0  849,505 4.2 

   法人税、住民税 
   及び事業税  18,566   15,690   176,543   

   過年度法人税等 
   修正額  －   －   3,726   

   法人税等調整額  △288,700 △270,134 △7.3 △454,711 △439,021 △10.5 174,859 355,129 1.8 
   少数株主損失(△) 
   又は少数株主利益   △77,329 △2.1  △198,974 △4.7  160,171 0.8 

   中間純損失(△) 
   又は当期純利益   △446,145 △12.1  △620,352 △14.8  334,204 1.6 
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③ 中間連結剰余金計算書 

（訂正前） 

  

前中間連結会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 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  639,504 641,704  639,504

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ ストックオプション 
     行使による新株の発行  1,200 1,200 800 800 2,200 2,200

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
    (期末)残高 

 640,704 642,504  641,704

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,178,693 3,405,144  3,178,693

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 当期純利益  － －  268,646 

  ２ 持分変動差額  － － 387,362 387,362 － 268,646

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  39,944 40,064  39,944 

 ２ 役員賞与  2,250 2,500  2,250 

 ３ 中間純損失  407,457 653,131  － 

 ４ その他剰余金減少額  － 449,651 1,000 696,696 － 42,194

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
    (期末)残高  2,729,041 3,095,811  3,405,144
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（訂正後） 

  

前中間連結会計期間 

自 平成16年７月 １日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年７月 １日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成16年７月 １日 

至 平成17年６月30日 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 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  639,504 641,704  639,504

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ ストックオプション 

   行使による新株の発行 
 1,200 1,200 800 800 2,200 2,200

Ⅲ 資本剰余金中間期末 

  (期末)残高 
 640,704 642,504  641,704

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,178,693 3,470,703  3,178,693

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 当期純利益  － －  334,204 

  ２ 持分変動差額  － － 344,694 344,694 － 334,204

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  39,944 40,064  39,944 

 ２ 役員賞与  2,250 2,500  2,250 

 ３ 中間純損失  446,145 620,352  － 

 ４ その他剰余金減少額  － 488,339 1,000 663,916 － 42,194

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

  (期末)残高 
 2,690,353 3,151,481  3,470,703
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  ④ 中間連結キャッシュ・フロ－計算書 
（訂正前） 

  
前中間連結会計期間 
自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31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16年７月１日 
至 平成17年６月30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 

  

   税金等調整前中間純損失(△) 
又は税金等調整前当期純利益 

 △831,492 △1,296,231 773,739

   減価償却費  158,149 127,514 240,447

   連結調整勘定償却額  25,123 62,179 50,246

    減損損失  － 12,997 －

   持分法による投資損益(利益：△)  9,943 50,424 41,610

   貸倒引当金の増減額(減少：△)  △8,539 △19,040 △6,088

   賞与引当金の増減額(減少：△)  743 7,000 7,743

   完成工事補償引当金の 
     増減額(減少：△) 

 13,443 15,100 19,918

   受注工事損失引当金の 
     増減額(減少：△) 

 115,636 △6,845 40,799

   退職給付引当金の増減額(減少：△)  13,277 19,063 17,958

   役員退職慰労引当金の 
     増減額(減少：△) 

 14,184 △41,194 23,080

   受取利息及び配当金  △2,013 △1,439 △3,109

   支払利息  77,786 150,197 205,426

   投資有価証券売却損益 
     (売却益：△) 

 － － △2,512

   固定資産除却・廃却損  － 1,535 27,341

   固定資産売却損益(売却益：△)  △115,466 △1,763 △137,754

   売上債権の増減額(増加：△)  1,617,726 541,647 1,190,556

   未成工事支出金の増減額 
     (増加：△) 

 △1,820,875 △111,799 283,016

   販売用不動産の増減額(増加：△)  △6,353 137,550 860,331

    不動産事業支出金の増減額 
     (増加：△) 

 △3,049,113 △2,402,392 △6,769,389

   その他たな卸資産の増減額 
     (増加：△) 

 △21,199 21,566 97

   仕入債務の増減額(減少：△)  △2,288,278 △3,211,409 559,914

   未成工事受入金の増減額 
     (減少：△) 

 1,064,448 345,769 △429,623

    前受金の増減額(減少：△）  － 402,030 △107,577

    前渡金の増減額(増加：△）  － △605,198 △25,048

   役員賞与の支払額  △2,250 △2,500 △2,250

   その他  △18,942 △353,781 △151,521

    小計  △5,054,064 △6,159,019 △3,292,649

   利息及び配当金の受取額  7,715 6,947 8,811

   利息の支払額  △80,432 △148,770 △211,798

   法人税等の支払額  △71,969 △101,278 △139,606

   営業活動による 
       キャッシュ・フロー 

 △5,198,751 △6,402,121 △3,635,242
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 

自 平成16年 ７月 １日
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年 ７月 １日 
至 平成17年12月31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16年７月 １日 
至 平成17年６月30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 

  

   税金等調整前中間純損失 
   (△)又は税金等調整前 
   当期純利益 

 △793,608 △1,258,348 849,505

   減価償却費  158,149 127,514 240,447
   連結調整勘定償却  △12,759 24,296 △25,519

    減損損失  － 12,997 －
   持分法による投資損益(利益：△)  9,943 50,424 41,610

   貸倒引当金の増減額(減少：△)  △8,539 △19,040 △6,088

   賞与引当金の増減額(減少：△)  743 7,000 7,743

   完成工事補償引当金の 
   増減額(減少：△) 

 13,443 15,100 19,918

   受注工事損失引当金の 
   増減額(減少：△) 

 115,636 △6,845 40,799

   退職給付引当金の増減額(減少：△)  13,277 19,063 17,958

   役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少：△) 

 14,184 △41,194 23,080

   受取利息及び配当金  △2,013 △1,439 △3,109
   支払利息  77,786 150,197 205,426

   投資有価証券売却損益(売却益：△)  － － △2,512

   固定資産除却・廃却損  － 1,535 27,341
   固定資産売却損益(売却益：△)  △115,466 △1,763 △137,754

   売上債権の増減額(増加：△)  1,617,726 541,647 1,190,556

   未成工事支出金の増減額(増加：△)  △1,820,875 △111,799 283,016

   販売用不動産の増減額(増加：△)  △6,353 137,550 860,331
   不動産事業支出金の増減額 
    (増加：△) 

 △3,049,113 △2,402,392 △6,769,389

   その他たな卸資産の増減額 
   (増加：△) 

 △21,199 21,566 97

   仕入債務の増減額(減少：△)  △2,288,278 △3,211,409 559,914
   未成工事受入金の増減額 
   (減少：△) 

 1,064,448 345,769 △429,623

    前受金の増減額(減少：△）  － 402,030 △107,577

    前渡金の増減額(増加：△）  － △605,198 △25,048

   役員賞与の支払額  △2,250 △2,500 △2,250

   その他  △18,942 △353,781 △151,521

    小計  △5,054,064 △6,159,019 △3,292,649

   利息及び配当金の受取額  7,715 6,947 8,811

   利息の支払額  △80,432 △148,770 △211,798

   法人税等の支払額  △71,969 △101,278 △139,606

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △5,198,751 △6,402,121 △3,635,242
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
（訂正前） 

前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度末 
平成17年６月30日 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,228,097千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,335,828千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,272,173千円

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 
   担保に供している資産 

販売用不動産 432,297千円 
不動産事業 
支出金 

5,757,517千円 

建物 251,107千円 
土地 135,990千円 
計 6,576,912千円  

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 

   担保に供している資産 

 預金 3,000千円 

販売用不動産 23,790千円
不動産事業 
支出金 

10,201,495千円

建物 712,984千円
土地 406,869千円

計 11,348,140千円 

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 

   担保に供している資産 

預金 3,000千円
販売用不動産 120,726千円
不動産事業 
支出金 

9,410,347千円

建物 243,751千円
土地 135,990千円
計 9,913,814千円 

   担保資産に対応する債務 
長期借入金 7,405,000千円 
(うち１年以内
返済予定額) 

(2,860,000千円) 

短期借入金 1,263,000千円 
計 8,668,000千円  

   担保資産に対応する債務 
長期借入金 13,060,300千円
(うち１年以
内返済予定
額) 

(9,329,632千円)

短期借入金 333,400千円
 保証債務 1,519千円

 社債に係る  

 銀行保証 
500,000千円

計 13,895,219千円 

   担保資産に対応する債務 
短期借金 1,580,700千円

 長期借入金  10,901,000千円

 保証債務 2,411千円

 計 12,484,111千円 

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 

東京ファイナンス㈱ 68,040千円 

住宅購入顧客３名 3,290千円 

計 71,330千円  

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 
東京 
ファイナンス㈱ 

56,280千円

マツヤベストハウス㈱ 22,500千円

住宅購入顧客３名 1,519千円

計 80,299千円 

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 

東京ファイナンス㈱ 62,160千円

 マツヤベストハウス㈱ 30,000千円

住宅購入顧客３名 2,411千円

計 94,571千円 
※４ このうち定期預金10,000千円は認可

を受けた岩石採取計画による採取跡

地の整地等の補償のために差し入れ

ております。 

※４     同左 ※４     同左 

※５ 中間連結期末日が金融機関の休業日

につき、中間連結期末日満期手形を満

期日に入・出金する方法によっており

ます。 

   当中間連結期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

※５     同左 

 

※５    ───── 

 

受取手形 11,540千円 
支払手形 －千円  

受取手形 13,260千円
支払手形 －千円 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間末 
平成16年12月31日 

当中間連結会計期間末 
平成17年12月31日 

前連結会計年度末 
平成17年６月30日 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,228,097千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,335,828千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

3,272,173千円

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 
   担保に供している資産 

販売用不動産 432,297千円 
不動産事業 
支出金 

5,757,517千円 

建物 251,107千円 
土地 135,990千円 
計 6,576,912千円  

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 

   担保に供している資産 

 預金 3,000千円 

販売用不動産 23,790千円
不動産事業 
支出金 

10,201,495千円

建物 712,984千円
土地 406,869千円

計 11,348,140千円 

※２ 担保に供している資産の内訳及びこ

れに対応する債務の内訳は次のとお

りであります。 

   担保に供している資産 

預金 3,000千円
販売用不動産 120,726千円
不動産事業 
支出金 

9,410,347千円

建物 243,751千円
土地 135,990千円
計 9,913,814千円 

   担保資産に対応する債務 
長期借入金 7,405,000千円 
(うち１年以内
返済予定額) 

(2,860,000千円) 

短期借入金 1,263,000千円 
計 8,668,000千円  

   担保資産に対応する債務 
長期借入金 13,060,300千円
(うち１年以
内返済予定
額) 

(9,329,632千円)

短期借入金 333,400千円
 保証債務 1,519千円

 社債に係る  

 銀行保証 
500,000千円

計 13,895,219千円 

   担保資産に対応する債務 
短期借入金 1,580,700千円

 長期借入金 10,901,000千円

 保証債務 2,411千円

 計 12,484,111千円 

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 

 

東京ファイナンス㈱ 68,040千円 

住宅購入顧客 72,399千円 

計 140,439千円  

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 

 
東京ファイ 
ナンス㈱ 

56,280千円

マツヤベストハウス㈱ 22,500千円

住宅購入顧客 66,363千円

㈱開成堂 3,000千円

計 148,143千円 

※３ 連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行って

おります。 

東京ファイナンス㈱ 62,160千円

 マツヤベストハウス㈱ 30,000千円

 住宅購入顧客 405,072千円

計 497,232千円
なお、住宅購入顧客に対する保証のう

ち、335,700千円は、抵当権設定登記が

完了するまでの間に金融機関等に対し

て行う一時的な保証であります。 
※４ このうち定期預金10,000千円を認可

を受けた岩石採取計画による採取跡

地の整地等の補償のために差し入れ

ております。 

※４     同左 ※４     同左 

※５ 中間連結期末日が金融機関の休業日

につき、中間連結期末日満期手形を満

期日に入・出金する方法によっており

ます。 

   当中間連結期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。 

※５     同左 

 

※５    ───── 

 

受取手形 11,540千円 
   

受取手形 13,260千円
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 （リース取引関係） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 
自 平成16年 ７月 １日 
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年 ７月 １日 
至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年７月 １日 
至 平成17年６月30日 

１ 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期末残高

相当額 

１ 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期末残高

相当額 

１ 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) 

機械・運搬
具・工具器具
備品 

147,724 59,333 88,390 

無形固定資
産 

10,857 5,366 5,491 

合計 158,582 64,700 93,882 
 

 
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)

機械・運搬
具・工具器具
備品 

130,170 45,453 84,717

無形固定資
産 

13,732 10,135 3,597

合計 143,902 55,588 88,314
 

 
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)

機械装置 131,557 57,474 74,083

工具器具・備
品 

34,865 17,121 17,744

無形固定資
産 

10,857 7,175 3,682

合計 177,281 81,770 95,510
 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 29,429千円 

１年超 66,674千円 

計 96,104千円  

② 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 25,653千円

１年超 66,492千円

計 92,145千円 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 30,003千円

１年超 68,212千円

計 98,216千円 
③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 14,654千円 

減価償却費 
    相当額 

13,678千円 

支払利息相当額 1,335千円  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 15,922千円

減価償却費 
    相当額 

14,607千円

支払利息相当額 1,318千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 33,068千円

減価償却費 
    相当額 

30,409千円

支払利息相当額 3,152千円 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

   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 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

   利息相当額の算定方法 

同左 

   利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 7,232千円 

１年超 18,631千円 

計 25,863千円  

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 3,252千円

１年超 2,807千円

計 6,059千円 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 3,252千円

１年超 4,433千円

計 7,685千円 
 （減損損失について） 

 リ－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。 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間 
自 平成16年 ７月 １日 
至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年 ７月 １日 
至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年７月 １日 
至 平成17年６月30日 

１ 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） 
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） 
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） 
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) 

機械・運搬
具・工具器
具備品 

147,724 59,333 88,390 

無形固定
資産 

10,857 5,366 5,491 

合計 158,582 64,700 93,882 
 

 
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)

機械・運搬
具・工具器
具備品 

130,170 45,453 84,717

無形固定
資産 

13,732 10,135 3,597

合計 143,902 55,588 88,314
 

 
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)

機械装置 131,557 57,474 74,083

工 具 器
具・備品 

34,865 17,121 17,744

無形固定
資産 

10,857 7,175 3,682

合計 177,281 81,770 95,510
 ② 未経過リース料中間期末残高相当

額 
１年以内 29,429千円 

１年超 66,674千円 

計 96,104千円  

② 未経過リース料中間期末残高相当
額 

１年以内 25,653千円

１年超 66,492千円

計 92,145千円 

② 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 30,003千円

１年超 68,212千円

計 98,216千円 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

支払リース料 14,654千円 

減価償却費 
    相当額 

13,678千円 

支払利息相当額 1,335千円  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

支払リース料 15,922千円

減価償却費 
    相当額 

14,607千円

支払利息相当額 1,318千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

支払リース料 33,068千円

減価償却費 
    相当額 

30,409千円

支払利息相当額 3,152千円 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法 

   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 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 
同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額
の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 
同左 

   利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法
によっております。 

 

   利息相当額の算定方法 
同左 

   利息相当額の算定方法 
同左 

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 
（借主側） 

１年以内 7,232千円 

１年超 18,631千円 

計 25,863千円 
（貸主側） 

１年以内 20,400千円 

１年超 153,000千円 

計 173,400千円 
 

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 
（借主側） 

１年以内 3,252千円

１年超 2,807千円

計 6,059千円
（貸主側） 

１年以内 20,400千円

１年超 132,600千円

計 153,000千円
 

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 
（借主側） 

１年以内 3,252千円

１年超 4,433千円

計 7,685千円
（貸主側） 

１年以内 20,400千円

１年超 142,800千円

計 163,200千円
 

 
 

（減損損失について） 
 リ－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 
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 セグメント情報 
（訂正前） 

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16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 
建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業
(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 

1,853,286 502,951 1,330,923 3,687,160 － 3,687,160

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 9,080 2,000 4,190 15,271 (15,271) －

計 1,862,367 504,951 1,335,114 3,702,432 (15,271) 3,687,160

営業費用 1,999,549 471,348 1,927,075 4,397,973 151,099 4,549,072

営業利益又は営業損失(△) △137,182 33,602 △591,961 △695,540 (166,371) △861,912

 
当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 
建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業
(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 

2,644,961 493,159 1,058,106 4,196,227 － 4,196,227

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 － 3,061 3,705 6,766 (6,766) －

計 2,644,961 496,220 1,061,811 4,202,994 (6,766) 4,196,227

営業費用 2,820,222 474,914 1,900,156 5,195,294 148,356 5,343,650

営業利益又は営業損失(△) △175,260 21,305 △838,344 △992,300 (155,122) △1,147,422

 
前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業
(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 

8,814,736 1,001,010 10,501,599 20,317,346 － 20,317,346

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 265,520 6,506 6,871 278,898 (278,898) －

計 9,080,257 1,007,516 10,508,470 20,596,245 (278,898) 20,317,346

営業費用 8,779,277 914,264 9,632,377 19,325,919 76,753 19,402,673

営業利益 300,979 93,252 876,093 1,270,325 (355,652) 914,672
(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 
損益計算書の売上集計区分によっ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 ： 土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

採石事業 ： 砂利・砂の採取砕石、生産仕入販売に関する事業 

不動産事業 ： 不動産の売買、仲介、賃貸借ならびに管理に関する事業等 
２ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間 164,516 千

円、当中間連結会計期間 154,004 千円、前連結会計年度 328,170 千円であります。その主なものは、提出会社
本社の総務部等管理部門に係る費用であります。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、在外支店及び在外連結子会社がないた
め、記載しておりません。 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高がないため、記載しており
ません。 
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（訂正後） 

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16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 
建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業 
(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 

1,853,286 502,951 1,330,923 3,687,160 － 3,687,160

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

9,080 2,000 4,190 15,271 (15,271) －

計 1,862,367 504,951 1,335,114 3,702,432 (15,271) 3,687,160

営業費用 1,999,549 471,348 1,901,952 4,372,850 151,099 4,523,949

営業利益又は営業損失(△) △137,182 33,602 △566,838 △670,417 (166,371) △836,788

 
当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 
建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業 
(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 

2,644,961 493,159 1,058,106 4,196,227 － 4,196,227

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 3,061 3,705 6,766 (6,766) －

計 2,644,961 496,220 1,061,811 4,202,994 (6,766) 4,196,227

営業費用 2,820,222 474,914 1,862,273 5,157,411 148,356 5,305,767

営業利益又は営業損失(△) △175,260 21,305 △800,461 △954,417 (155,122) △1,109,539

 
前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 
建設事業 
(千円) 

採石事業 
(千円) 

不動産事業 
(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 

8,814,736 1,001,010 10,501,599 20,317,346 － 20,317,346

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

265,520 6,506 6,871 278,898 (278,898) －

計 9,080,257 1,007,516 10,508,470 20,596,245 (278,898) 20,317,346

営業費用 8,779,277 914,264 9,582,131 19,275,673 76,753 19,352,426

営業利益 300,979 93,252 926,339 1,320,571 (355,652) 964,919

(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 

損益計算書の売上集計区分によっ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 ： 土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

採石事業 ： 砂利・砂の採取砕石、生産仕入販売に関する事業 

不動産事業 ： 不動産の売買、仲介、賃貸借ならびに管理に関する事業等 

２ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間164,516千円、当中間連結
会計期間154,004千円、前連結会計年度328,170千円であります。その主なものは、提出会社本社の総務部等管理部門に係る
費用であります。 

 
 
２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、在外支店及び在外連結子会社がないた
め、記載しておりません。 

 
 
３．海外売上高 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高がないため、記載しており

ません。 
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 １株当たり情報 

（訂正前） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

１株当たり純資産額 1,024円80銭 1,123円66銭 1,192円95銭

１株当たり中間純損失金額（△） 

又は当期純利益金額 
 △101円94銭   △162円95銭 66円54銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額又は当期純利益金額 

 １株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりま

せん。 

同 左 66円33銭

(注) １株当たり中間純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日 

１株当たり中間純損失金額又は 
当期純利益金額 

 

中間純損失又は当期純利益 (千円)  407,457  653,131 268,646 

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － 2,500 

(うち利益処分による役員賞与)  (2,500)

普通株式に係る中間純損失金額又
は当期純利益金額(千円) 

 407,457  653,131 266,146 

期中平均株式数(株) 3,996,976 4,008,155 3,999,326 

潜在株式調整後１株当たり       
当期純利益金額 

 

当期純利益調整額 － － － 

普通株式増加数(㈱) － － 13,000 

(うち新株予約権) (－) (－) (13,000)

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 

  旧商法第280条ノ19
に基づく新株引受権(新
株引受権の目的となる株
式の数18,000株)の詳細
は、「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、(2)
新株予約権の状況」に記
載のとおりです。 

   ――――― ――――― 
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（訂正後） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年 ７月 １日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年 ７月 １日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年７月 １日 

至 平成17年６月30日 

１株当たり純資産額 1,015円13銭 1,137円54銭 1,209円31銭

１株当たり中間純損失金額（△） 
又は当期純利益金額 

 △111円62銭   △154円77銭 82円94銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額 
又は当期純利益金額 

 １株当たり中間純損失である
ため、記載しておりません。 

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。 

82円67銭

(注) １株当たり中間純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

自 平成16年７月 １日 

至 平成16年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年７月 １日 

至 平成17年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年７月 １日 

至 平成17年６月30日 

１株当たり中間純損失金額又は 

当期純利益金額 
 

中間純損失又は当期純利益 (千円)  446,145 620,352 334,204 

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － 2,500 

(うち利益処分による役員賞与)  (2,500)

普通株式に係る中間純損失金額又は当

期純利益金額(千円) 
446,145 620,352 331,704 

期中平均株式数(株) 3,996,976 4,008,155 3,999,326 

潜在株式調整後１株当たり       

当期純利益金額 
 

当期純利益調整額 － － － 

普通株式増加数(㈱) － － 13,000 

(うち新株予約権) (－) (－) (13,000)

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 

 旧商法第280条ノ19に基

づく新株引受権(新株引受

権の目的となる株式の数

18,000株)の詳細は、「第４

提出会社の状況、１株式等

の状況、(2)新株予約権の

状況」に記載のとおりで

す。 

   ――――― ――――― 

 
 


