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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 78,702 2.6 △4 － △139 － △1,821 －

18年６月中間期 76,712 △3.0 1,236 1,167.6 1,157 － 371 －

18年12月期 180,340 － 4,410 － 5,002 － 1,603 －

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △40 71 － －

18年６月中間期 8 29 － －

18年12月期 35 83 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 38百万円 18年６月中間期 118百万円 18年12月期 157百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 146,082 41,326 26.7 871 28

18年６月中間期 163,205 42,528 24.7 899 23

18年12月期 148,170 43,516 27.8 919 04

（参考）自己資本 19年６月中間期 38,988百万円 18年６月中間期 40,249百万円 18年12月期 41,132百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 13,778 △505 △4,430 23,463

18年６月中間期 9,585 △1,655 △2,422 29,594

18年12月期 △2,501 △1,795 △5,375 14,541

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 9 00 9 00

19年12月期 － － －

19年12月期（予想） － 9 00 9 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 187,000 3.7 3,600 △18.4 3,000 △40.0 550 △65.7 12 29
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）無

新規 １社 （㈱湯巡り万華郷） 除外 －  

（注）詳細は、６ページ及び７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 44,940,557株 18年６月中間期 44,940,557株 18年12月期 44,940,557株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 191,726株 18年６月中間期 180,249株 18年12月期 184,168株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 41,232 △12.5 △952 － △941 － △2,182 －

18年６月中間期 47,104 △1.0 584 － 593 － 192 －

18年12月期 104,309 － 1,814 － 2,370 － 257 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △48 75

18年６月中間期 4 29

18年12月期 5 76

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 82,379 18,075 21.9 403 82

18年６月中間期 94,205 20,750 22.0 463 48

18年12月期 82,329 20,614 25.0 460 46

（参考）自己資本 19年６月中間期 18,075百万円 18年６月中間期 20,750百万円 18年12月期 20,614百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 111,000 6.4 1,700 △6.3 1,400 △40.9 △300 － △6 70

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想は、本資料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、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場合があります。

なお、上記予想に関する事項については３ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の経営成績

　当上半期におけるわが国経済は、企業業績が引き続き好調を維持したことに加え、雇用情勢の改善により個人消費

も堅調に推移したことから、景気は緩やかな拡大基調をたどりました。

　建設業界におきましては、民間建設投資は景気の拡大基調を背景として増加傾向を持続しましたが、公共建設投資

は、構造的な縮減傾向の継続や入札制度改革に伴う混迷度合の深まりから、引き続き厳しい受注環境となりました。

　このような情勢のもと、当社は、市場ニーズの高度化・複雑化に対応するためのソリューション機能の強化や、不

動産開発等の投資型案件への積極的な取り組み、官公庁工事における総合評価方式への対応力強化、ＦＰＳ（＝フク

ダ・プロダクション・システム）による総コストの低減等を推進してまいりました。

　その結果、当上半期の連結業績は次のとおりとなりました。

  売上高につきましては、前年同期比2.6%増の787億円余となりました。

  利益面では、工事採算性の悪化により、売上総利益は前年同期比13.5％減の55億円余、営業損失は４百万円余（前

年同期は営業利益12億円余）、経常損失は139百万円余（前年同期は経常利益11億円余）となりました。また、特別損

失として、取引先への長期貸付金に対して10億円の貸倒引当金を設定したことなどから、18億円余の中間純損失（前

年同期は中間純利益３億円余）となりました。

  当中間連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は以下のとおりであります。

（受注工事）

ロック開発㈱ ロックシティ佐沼新築工事

豊田通商㈱ 上用賀１丁目計画 

積水ハウス㈱ グランドメゾン学校町新築工事

新日鉄エンジニアリング㈱ ＪＯＧＭＥＣ／５００ＢＰＤ　ＧＴＬ実証プラント設計・建設

（完成工事）

イオン㈱ イオン石巻西ショッピングセンター新築工事

㈲デュープレックストゥエンティ

シックスス
六本木デュープレックス新築工事

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路飯間（その２）工事

日鉄パイプライン㈱ 白石・郡山間ガスパイプライン建設工事

　なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。

(建設事業)

　売上高は前年同期比約10億円減の696億円余となり、営業損失は７億円余（前年同期は営業利益６億円余）となりま

した。

(不動産事業)

　売上高は前年同期比約20百万円増の15億円余となり、営業利益は前年同期比約87百万円減の93百万円余となりまし

た。

(その他事業)

　売上高は前年同期比約２億円増の91億円余となり、営業利益は前年同期比約18百万円増の７億円余となりました。

②当期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格の高騰や、米国を中心とした海外経済の動向に留意する必要があるものの、好調の

維持が見込まれる企業業績が家計部門へも波及効果をもたらすものと予想されることから、民間設備投資や個人消費

などの内需に支えられ、しばらく安定した成長が続くものと思われます。

　建設業界におきましては、民間建設投資の増加傾向に期待が持てるものの、公共建設投資は国および地方自治体と

も縮減傾向が継続されることから、建設市場の供給過剰が続くものと予測され、引き続き厳しい受注環境が避けられ

ないものと思われます。

　これらの情勢を勘案して、通期（平成19年12月期）の連結業績につきましては、売上高1,870億円、営業利益36億円、

経常利益30億円、当期純利益５億５千万円を見込んでおります。

　また、当社単独の業績につきましては、受注高1,100億円、売上高1,110億円、営業利益17億円、経常利益14億円、

当期純損失３億円を見込んでおります。

　なお、上記予想は中間期の実績および今後の見通しを勘案し、前回発表（平成19年２月23日）の業績予想を修正し

ております。
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(2）財政状態に関する分析

  キャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収を進める一方、工事収支において収入超過となったため営業

活動によるキャッシュ・フローが約137億円のプラスとなりましたが、資産売却を進めると同時に、必要な有形固定資

産を取得したことにより投資活動によるキャッシュ・フローは、約５億円のマイナスとなっております。また、建設

事業の必要資金を確保するとともに、一部を借入金等の返済に充当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは

約44億円のマイナスとなり、有利子負債は、前期末に比べ実質約40億円の減少となりました。

　なお、第四銀行及びみずほ銀行をアレンジャーとして、13の金融機関と期間１年の協調融資枠（シンジケート方式

によるコミットメントライン）を200億円で更新設定しております。機動的な資金調達を確保し、資金効率を高め、有

利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりであります。

平成17年12月期 平成18年12月期
平成19年６月

中間期

自己資本比率（％） 24.8 27.8 26.7

時価ベースの自己資本比率（％） 20.3 12.3 13.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 473.8 － 210.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.0 － 43.2

（注）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

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 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株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出し

ております。

  ②営業キャッシュ・フロー及び利払いは、それぞれ（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び利息の支払額を使用しております。

  ③有利子負債は、（中間）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すべての負債を対象

としております。

　④平成18年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであったため記載しておりません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、健全な経営基盤を維持しつつ、更なる事業展開を進めるために計画的な内部留保の充実をはかり

ながら、業績に基づいた利益還元に努めていくことを基本方針としております。また、株主の皆様に対しては、安定

的な配当を継続して行うことを基本に考えております。

期末配当金は通期の見通しを鑑み、１株当たり９円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業を展開していく上で、主要なリスクと考えられ、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、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、当中間連結会計期間末日現

在において当社グループが判断し、記載しているものであり、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではあ

りません。

① 公共投資の動向

  公共投資の縮小傾向は今後も続くものと予想され、入札制度改革等諸条件の変更も相まって、受注競争は質的変化

を伴いながら一層激化するものと思われます。このような環境下、当社グループは技術提案力の強化や新技術の開発、

フクダプロダクションシステムによるコスト削減等により受注量と利益の確保に努めておりますが、低価格入札の傾

向が予想以上のスピードで拡大した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 新規事業の展開

　当社グループは、公共事業の縮小に対応する施策の一つとして、十分な検討を踏まえたうえで新規事業を展開して

おりますが、想定外の要因により事業が計画通りに進展しない場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 大型工事受注および不動産事業の展開

  民間工事のウエイトを戦略的に高める方針をとっており、一定の基準内で、不動産証券化型案件・大型立替工事案

件の受注に取り組むとともに、不動産事業への取り組みを進めておりますが、事業ポートフォリオを転換する過渡期

にあることから、営業活動に係るキャッシュフローが一時的に悪化する可能性があります。

　また、大型工事の予定利益率が悪化した場合や、不動産関連市場の急激な変化により事業が計画通りに進展しない

場合には、全体の事業の売上総利益率に影響を及ぼす可能性があります。
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④ 信用リスク

　施工済みの工事代金を受領する前に、取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となること

により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 金融市場の変動

　金利水準および株式市場に大幅な変動が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 労働災害

　当社グループの売上高の９割近くは建設事業であり、重大な労働災害を起こした場合は、関係諸官庁から工事入札

参加資格停止処分を受けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 法的規制等

　当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法、独占禁止法、

品質確保法、建設リサイクル法、産業廃棄物法等により法的な規制を受けております。これらの法律の改廃や新設、

適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、入札参加資格停止処分を

受けることなどにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 訴訟等

  係争中の事案や将来の訴訟等において、当社グループの主張や予測と相違する結果となった場合は、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 　当社の企業集団は、当社、子会社44社、関連会社９社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業、ゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業等各事業に関連するサー

ビスを幅広く展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づ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ある。なお、事業区分と

事業の種類別セグメントは同一であります。

建設事業 当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他24社、関連会社の創伸建設㈱他６社が建

設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。

不動産事業 当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田道路㈱他６社、関連会

社の㈱高建他１社が不動産事業を行っております。

その他事業 子会社の福田道路㈱他14社、関連会社の創伸建設㈱他５社は建設工事関連資機材の賃貸や製造販売等を行っ

ており、当社はそれらの会社から建設工事に使用する資機材の仕入や賃借を行っております。また子会社

の㈱阿賀高原開発がゴルフ練習場とゴルフ場を経営しており、当社は、ゴルフ場施設の工事を受注してお

ります。同じく子会社のジークライト㈱が廃棄物の処理業及び鉱産物の採掘・販売業を行っており、当社

はそれらの会社と取引を行っております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。 

 

そ の 他 事 業 

得      意      先 

当              社 

建  設  事  業 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ 福田リニューアル㈱ 
※１ ジークライト㈱ 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ アイギ建設㈱ 
※１ 神大建設㈱ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 

ジオテクサービス㈱ 
その他６社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱高建 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ 三立道路㈱ 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

不 動 産 事 業 

子会社 
※１ 福田道路 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 福田不動産㈱ 

その他２社 
関連会社 
※２ ㈱高建 
※２ 創伸建設㈱ 

子会社 
※１ 福田道路㈱ 
※１ 北日本建材リース㈱ 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱レックス 
※１ ㈱新潟造園土木 
※１ ㈱サイドー 
※１ ジークライト㈱ 
※１ ㈱阿賀高原開発 
※１ 新潟ロードメンテナンス㈱ 
※１ ピーエスシー㈱ 
※１ 管周推進技建㈱ 
※１ ㈱相模エンジ 
※１ ライズペーブ㈱ 
※１ ペービックアイヅ㈱ 
※１ ナミハヤテック㈱ 
※１ 村上舗材㈱ 
※１ ㈱デザイン工房 
※１ ㈱湯巡り万華郷 

ジオテクサービス㈱ 
その他14社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ ㈱高建 

新潟舗材㈱ 
その他３社 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

不
動
産
売
買

賃
貸 

不
動
産
売
買

賃
貸
・
仲
介 

不
動
産
賃
貸 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。

３．フクダハウジング㈱は、当社の戸建住宅事業部門を４月１日に㈱リフレへ会社分割し、商号変更したものであ

　ります。 

なお、最近の有価証券報告書（平成19年３月29日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、

「関係会社の状況」の開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「人と自然、社会と共存できる環境づくり」を基本理念として、お客様の抱く夢やご要望の一つ

ひとつにしっかりと向き合い、対応しきることを使命と考えております。今後とも、「多様な建設ニーズに総合的に

応えられる企業集団」を目指し、グループの総合力を高めてまいります。

　福田組単体としましては、「挑戦する企業体質のもと、人間と環境を大切にし、感動的価値の創造を目指す」こと

を経営理念に掲げ、顧客・株主・取引先・従業員などステークホルダーの満足を第一とする「グッドカンパニー」の

実現に向け、全社一丸となって取り組んでおります。

(2）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

  建設業界においては、公共事業は引き続き減少することが予想され、民間工事においても建設市場全体の供給過剰

を背景として熾烈な競争環境が継続するものと思われ、先々を見通した迅速・的確な経営判断と組織的な対応力が問

われる時代となっております。

① 土木事業

  公共工事においては、一般競争入札方式や総合評価落札方式の拡大、地域要件の強化や見直しなど、競争条件の質

的変化が急速に進展しており、低落札問題は、一定の歯止めがかかる方向にありますが、落札率は「低率安定化」で

収束するものと見られ、公共工事のウエイトが高い土木分野では「受注減」と「採算悪化」が顕在化しております。

  これまで取り組んできた「コスト競争力と技術提案力の強化」「プラント・エネルギー・環境修復・地盤改良等の

民間分野の開拓」のスピードを上げるとともに、「選択と集中の強化による経営効率の向上」と「固定費構造の抜本

的改革」を強力に推進してまいります。

② 建築事業

  民間工事においては、製造業の設備投資、分譲マンション建設、大型商業施設建設が引き続き堅調でありますが、

石油および鉄関連製品の高止まり、労務逼迫による労務費単価の高騰、土地価格の地域格差の拡大や不動産証券化市

場の変化など、不透明感が高まっており、慎重かつスピーディな対応が求められております。

  このような状況の中、当社が得意とする「マンション建設」「大型商業施設建設」分野においては、組織横断的な

総合力の結集により、事業提案力・ＶＥ提案力をブラッシュアップし、更なる収益力向上をはかるとともに、「生産

施設」「医療福祉施設」「教育文化施設」等、新分野開拓を強力に推進し、成長分野の変化に柔軟に対応できる企業

体質を構築してまいります。

③ 不動産事業

　「開発推進部」「開発事業部」および開発子会社である「株式会社ネオシティ」を中心に、不動産の流動化手法を

活用した大型商業施設、物流施設、共同住宅の開発、業務代行方式を含む宅地開発などを対象に、安定的な収益源を

育てるべく、出口戦略の徹底など慎重なる取り組みを前提に、積極的に推進してまいる所存であります。

④ フクダ・プロダクション・システム（ＦＰＳ）の推進強化

　当社は、平成14年からトヨタ生産方式を原点とするコスト削減活動「フクダ・プロダクション・システム（ＦＰ

Ｓ）」に注力しております。現場における材工分離と標準作業の仕組みを順次拡大し、工期の短縮やコスト削減・安

定的な品質の確保など一定の成果を得ており、お客様から高い評価をいただいております。

　ＦＰＳの成果をコストプランニングや設計といった川上に拡大するとともに、「事務所の３Ｓ」と「情報の整流化」

により経営の効率化を一層推し進め、総コストの低減に全社で取り組んでまいります。

⑤ グループ総合力の強化

  当社グループは、建設関連企業が多いことを特色としておりますが、この特色を生かした「バリューチェーン力の

強化」と「各社の得意分野を融合した新分野開拓」に一層注力し、グループ総合力を強化してまいります。

　また、昨年実行した「福田組のリニューアル事業部と福田リニューアル株式会社の事業統合」、今年４月に実行し

た「福田組のハウジング事業部と株式会社リフレの事業統合」に引き続き、今後も不採算部門の見直しも含め、事業

再編・統合による経営効率の向上を積極的に追求してまいります。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金預金  29,729  23,756  △5,973 14,767  

受取手形・完成工事未
収入金等

※３
※４

39,741  34,395  △5,345 48,706  

販売用不動産  12,401  5,971  △6,430 6,509  

未成工事支出金等  18,707  16,110  △2,596 17,293  

不動産事業支出金  5,990  9,077  3,086 4,253  

その他  7,329  7,988  659 6,847  

貸倒引当金  △757  △566  191 △592  

流動資産合計  113,141 69.3 96,732 66.2 △16,408 97,785 66.0

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物・構築物 ※４ 29,578  31,566  1,987 31,647  

機械・運搬具・工具・
器具・備品

 18,388  18,690  301 18,490  

土地 ※４ 19,562  19,887  325 19,775  

建設仮勘定  50  3  △47 1  

減価償却累計額  △32,427  △33,346  △919 △32,790  

有形固定資産計  35,153  36,800  1,647 37,124  

２　無形固定資産  456  726  270 450  

３　投資その他の資産         

投資有価証券  7,866  7,386  △480 7,229  

長期貸付金  449  1,426  976 1,508  

繰延税金資産  2,645  1,487  △1,158 1,593  

その他  4,632  3,904  △728 3,994  

貸倒引当金  △1,139  △2,381  △1,241 △1,515  

投資その他の資産計  14,454  11,822  △2,631 12,810  

固定資産合計  50,063 30.7 49,349 33.8 △714 50,385 34.0

資産合計  163,205 100 146,082 100 △17,123 148,170 100
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

支払手形・工事未払金
等

※３ 45,722  41,626  △4,095 37,633  

短期借入金 ※４ 30,280  24,095  △6,184 27,219  

未成工事受入金等  16,409  12,080  △4,328 11,955  

引当金  674  1,160  486 933  

その他  4,776  4,751  △25 4,689  

流動負債合計  97,863 59.9 83,715 57.3 △14,148 82,431 55.6

Ⅱ　固定負債         

長期借入金 ※４ 5,706  4,927  △779 5,817  

再評価に係る繰延税金
負債 

 1,971  1,968  △3 1,970  

退職給付引当金  5,061  4,497  △564 4,825  

負ののれん  42  －  △42 －  

会員預託金  7,451  6,914  △537 7,026  

その他 ※４ 2,579  2,733  153 2,583  

固定負債合計  22,813 14.0 21,040 14.4 △1,773 22,222 15.0

負債合計  120,676 73.9 104,755 71.7 △15,921 104,654 70.6

         

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,158 3.2 5,158 3.5 － 5,158 3.5

２　資本剰余金  5,997 3.7 5,996 4.1 △0 5,996 4.0

３　利益剰余金  31,378 19.2 30,036 20.6 △1,342 32,258 21.8

４　自己株式  △94 △0.1 △99 △0.1 △5 △95 △0.1

株主資本合計  42,440 26.0 41,092 28.1 △1,347 43,317 29.2

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 923 0.6 803 0.6 △120 719 0.5

２　土地再評価差額金  △3,113 △1.9 △2,907 △2.0 206 △2,904 △1.9

評価・換算差額等合計  △2,190 △1.3 △2,103 △1.4 86 △2,184 △1.4

Ⅲ　少数株主持分  2,278 1.4 2,337 1.6 59 2,383 1.6

純資産合計  42,528 26.1 41,326 28.3 △1,201 43,516 29.4

負債純資産合計  163,205 100 146,082 100 △17,123 148,170 100
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

完成工事高  67,702   69,668   152,730   

不動産事業売上高  1,407   1,457   11,673   

その他事業売上高  7,602 76,712 100 7,577 78,702 100 15,936 180,340 100

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価 ※１ 63,021   65,940   141,411   

不動産事業原価  1,007   1,126   10,048   

その他事業原価  6,229 70,258 91.6 6,053 73,120 92.9 13,083 164,543 91.2

売上総利益           

完成工事総利益  4,680   3,727   11,318   

不動産事業総利益  399   330   1,624   

その他事業総利益  1,373 6,453 8.4 1,524 5,582 7.1 2,853 15,797 8.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  5,217 6.8  5,586 7.1  11,386 6.3

営業利益又は営業損失
（△）

  1,236 1.6  △4 △0.0  4,410 2.5

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  24   64   70   

受取配当金  45   51   67   

持分法による投資利益  118   38   157   

匿名組合出資持分譲渡益  －   －   936   

その他営業外収益  155 344 0.4 152 306 0.4 351 1,583 0.9

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  288   325   605   

貸倒引当金繰入額  －   －   39   

その他営業外費用  135 423 0.5 116 441 0.6 345 991 0.6

経常利益又は経常損失
（△）

  1,157 1.5  △139 △0.2  5,002 2.8

Ⅵ　特別利益           

固定資産売却益 ※３ 63   4   137   

貸倒引当金戻入額  94   101   －   

投資有価証券売却益  61   9   268   

退職給付引当金戻入額  －   －   2   

その他特別利益  12 231 0.3 38 154 0.2 21 430 0.2
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

前期損益修正損  105   7   126   

固定資産売却損 ※４ 18   0   40   

固定資産除却損 ※５ 15   50   153   

課徴金納付見込額  200   44   219   

投資有価証券評価損  7   24   9   

販売用不動産評価損  －   －   416   

賠償損失引当金繰入額  －   －   170   

貸倒引当金繰入額  －   1,000   －   

保証債務損失引当金
繰入額 

 －   44   －   

その他特別損失  21 367 0.5 19 1,192 1.5 118 1,252 0.7

税金等調整前中間（当期）
純利益又は税金等調整前中
間純損失（△）

  1,021 1.3  △1,177 △1.5  4,179 2.3

法人税、住民税及び事業税  458   506   991   

法人税等調整額  121 579 0.7 48 555 0.7 1,490 2,481 1.4

少数株主利益   70 0.1  88 0.1  94 0.0

中間（当期）純利益又は中
間純損失（△）

  371 0.5  △1,821 △2.3  1,603 0.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

    前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６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17年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,997 31,418 △87 42,486

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △403  △403

中間純利益   371  371

自己株式の取得    △6 △6

土地再評価差額金の取崩   △8  △8

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △40 △6 △46

平成18年６月30日　残高

（百万円）
5,158 5,997 31,378 △94 42,440

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
1,030 △2,068 △1,038 2,225 43,673

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △403

中間純利益     371

自己株式の取得     △6

土地再評価差額金の取崩     △8

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）
△106 △1,044 △1,151 53 △1,098

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△106 △1,044 △1,151 53 △1,144

平成18年６月30日　残高

（百万円）
923 △3,113 △2,190 2,278 42,528
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    当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △402  △402

中間純利益   △1,821  △1,821

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   2  2

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
 △0 △2,221 △3 △2,225

平成19年６月30日　残高

（百万円）
5,158 5,996 30,036 △99 41,092

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △402

中間純利益     △1,821

自己株式の取得     △4

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の取崩     2

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）
84 △2 81 △45 35

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
84 △2 81 △45 △2,189

平成19年６月30日　残高

（百万円）
803 △2,907 △2,103 2,337 41,326
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    前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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17年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,997 31,418 △87 42,486

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △403  △403

当期純利益   1,603  1,603

連結範囲の変更   △143  △143

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   △217  △217

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ △0 839 △7 831

平成18年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
1,030 △2,068 △1,038 2,225 43,673

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △403

当期純利益     1,603

連結範囲の変更     △143

自己株式の取得     △8

自己株式の処分      0

土地再評価差額金の取崩     △217

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△311 △835 △1,146 158 △988

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△311 △835 △1,146 158 △157

平成18年12月31日　残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

    

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

 1,021 △1,177 4,179

減価償却費  784 782 1,701

負ののれん償却額  △24 △8 △46

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △117 900 193

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 23 50 △38

退職給付引当金の減
少額

 △309 △328 △545

工事損失引当金の増
加額

 24 173 98

賠償損失引当金の増
加額 

 － － 170

債務保証損失引当金
の増加額 

 － 44 －

その他引当金の増加
額（△減少額）

 6 △5 85

受取利息及び受取配
当金

 △70 △116 △137

支払利息  288 325 605

有価証券・投資有価
証券評価損

 7 44 69

有価証券・投資有価
証券売却益

 △61 △2 △268

匿名組合出資持分譲
渡益 

 － － △936

有形固定資産売却益  △45 △0 △104

持分法による投資利
益

 △118 △38 △157

売上債権の減少額  16,210 14,270 6,856

棚卸資産の減少額
（△増加額）

 △6,123 △3,078 2,942

その他資産の増加額  △774 △1,436 △260

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △4,878 3,931 △12,967

未成工事受入金の増
加額（△減少額）

 4,307 113 △1,117

その他負債の増加額
（△減少額）

 34 5 △1,689
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他  △5 39 261

小計  10,178 14,490 △1,106

利息及び配当金の受
取額

 70 132 135

利息の支払額  △281 △318 △599

法人税等の支払額  △745 △524 △1,295

法人税等の還付額  364 － 364

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,585 13,778 △2,501

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出

 △142 △290 △286

定期預金の払戻によ
る収入

 137 223 190

有価証券の取得によ
る支出 

 － △100 －

有価証券の売却によ
る収入

 0 0 62

有形固定資産の取得
による支出

 △1,092 △875 △2,308

有形固定資産の売却
による収入

 89 7 535

無形固定資産の取得
による支出 

 △24 △26 △35

投資有価証券の取得
による支出

 △259 △8 △305

投資有価証券の売却
による収入

 179 301 396

子会社株式の取得に
よる支出

 △112 △2 △224

子会社株式の売却に
よる収入

 － 1 －

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出 

 － △55 －

短期貸付金の純減少
額（△増加額）

 △124 110 △21

長期貸付による支出  △101 △27 △1,142

長期貸付金の回収に
よる収入

 9 92 27

その他投資活動によ
る支出

 △751 △80 △1,021

その他投資活動によ
る収入

 536 225 2,337

㈱福田組（1899）平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 17 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,655 △505 △1,795

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増加
額（△減少額）

 210 △2,670 △4,060

長期借入れによる収
入

 938 1,850 5,938

長期借入金の返済に
よる支出

 △3,150 △3,193 △6,830

少数株主の払込によ
る収入

 － 3 －

自己株式の取得によ
る支出

 △6 △7 △8

自己株式の売却によ
る収入

 － 0 0

配当金の支払額  △400 △399 △401

少数株主への配当金
の支払額

 △12 △12 △12

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,422 △4,430 △5,375

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 5,507 8,843 △9,672

Ⅴ　現金及び現金同等物期
首残高

 24,086 14,541 24,086

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物期
首増加額

 － 78 127

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 29,594 23,463 14,541
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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

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　 　21社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

㈱リフレ、㈱興和、㈱レックス、

㈱阿賀高原開発、㈱新潟造園土木、

㈱サイドー、ジークライト㈱、福

田不動産㈱、福田リニューアル㈱、

新潟ロードメンテナンス㈱、ピー

エスシー㈱、管周推進技建㈱、㈱

相模エンジ、アイギ建設㈱、神大

建設㈱、ライズペーブ㈱、ペー

ビックアイヅ㈱、ナミハヤテック

㈱、村上舗材㈱

 

連結子会社の数　　　　 　23社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

フクダハウジング㈱、㈱興和、㈱

レックス、㈱阿賀高原開発、㈱新

潟造園土木、㈱サイドー、ジーク

ライト㈱、福田不動産㈱、福田リ

ニューアル㈱、新潟ロードメンテ

ナンス㈱、ピーエスシー㈱、管周

推進技建㈱、㈱相模エンジ、アイ

ギ建設㈱、神大建設㈱、ライズ

ペーブ㈱、ペービックアイヅ㈱、

ナミハヤテック㈱、村上舗材㈱、

㈱デザイン工房、㈱湯巡り万華郷

なお、㈱湯巡り万華郷は、株式の

追加取得に伴い子会社となったた

め、当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることとした。 

連結子会社の数　　　　　　22社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

㈱リフレ、㈱興和、㈱レックス、

㈱阿賀高原開発、㈱新潟造園土木、

㈱サイドー、ジークライト㈱、福

田不動産㈱、福田リニューアル㈱、

新潟ロードメンテナンス㈱、ピー

エスシー㈱、管周推進技建㈱、㈱

相模エンジ、アイギ建設㈱、神大

建設㈱、ライズペーブ㈱、ペー

ビックアイヅ㈱、ナミハヤテック

㈱、村上舗材㈱、㈱デザイン工房

なお、㈱デザイン工房は、重要性

が増加したこと及び企業集団の状

況の開示をより充実するため、当

連結会計年度から連結の範囲に含

めることとした。 

主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、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）

等は、中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない。

主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、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）

等は、中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない。

主要な非連結子会社名は次の通り。

  ジオテクサービス㈱ 

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、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）

等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス 

創伸建設㈱ 

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用会社は、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、持分法

の適用から除外している。

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用会社は、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、持分法

の適用から除外している。

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱ 

持分法非適用会社は、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、持

分法の適用から除外している。 

３　連結子会社の（中間）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

中間連結財務諸表提出会社と同じで

ある。

連結子会社である㈱湯巡り万華郷の

中間決算日は2月28日である。中間

連結財務諸表作成に当たっては中間

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用している。

上記以外の連結子会社の中間決算日

は、すべて中間連結財務諸表提出会

社と同じである。

連結子会社の事業年度は、すべて連

結財務諸表提出会社と同じである。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

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）

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  

時価法  

デリバティブ 

同左 

たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

不動産事業支出金

同左

その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原価

法

その他棚卸資産

貯蔵品… 先入先出法による原

　　　　価法。ただし一部の

　　　　連結子会社は最終仕

　　　　入原価法。

その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原

　　　　価法

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。また、一部の連結

子会社は、定額法、生産高比例法

によっている。

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いる。

有形固定資産

①平成19年3月31日以前に取得した

もの

旧定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については旧定額法）に

よっている。また、一部の連結子会

社は、旧定額法、生産高比例法に

よっている。

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

一の基準によっている。

②平成19年4月1日以降に取得したも

の

定率法（ただし、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）に

よっている。また、一部の連結子会

社は、定額法、生産高比例法によっ

ている。

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

一の基準によっている。  

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法）によっ

ている。また、一部の連結子会社は、

定額法、生産高比例によってい

る。

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

一の基準によっている。

無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法。

無形固定資産

          同左

無形固定資産

 　　　　　同左　
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

債権の貸倒れ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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び連

結子会社のうち３社は、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見込

額に基づき計上している。

賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び連

結子会社のうち４社は、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見込

額に基づき計上している。 

賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子

会社のうち３社は、従業員の賞与

支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上している。

修繕引当金

中間連結財務諸表提出会社は、船

舶の定期整備に充てるため、定期

整備にかかる費用を修繕実績に応

じて計上している。

修繕引当金

同左

修繕引当金

連結財務諸表提出会社は、船舶の

定期整備に充てるため、定期整備

にかかる費用を修繕実績に応じて

計上している。

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるため、当中間連結会計期間末

に至る一年間の完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づき計上

している。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるため、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

に基づき計上している。

工事損失引当金

受注工事に係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

───── 賠償損失引当金

工事入札に係る違反の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に

備えるため、合理的な基準に基づ

き見積もることが可能な金額を計

上している。 

賠償損失引当金 

同左 

───── 保証債務損失引当金

代位弁済に伴う損失の発生に備え

るため、保証先の財政状態と担保

物件の状況を勘案して計上してい

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発生

していると認められる額を計上し

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（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。 

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。

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（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。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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 

①ヘッジ会計の方法  

  繰延ヘッジ処理によっている。

　また金利スワップ取引について

　は特例処理によっている。　

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　変動金利の借入金

③ヘッジ方針 

　借入金の金利変動リスクを回避

　する目的で金利スワップ取引を

　行っており、ヘッジ対象の識別

　は個別契約毎に行っている。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　金利スワップの特例処理の要件

　を満たしていることをもって有

　効性の判定に代えている。 

同左 同左 

(6）その他（中間）連結財

務諸表作成のための基

本となる事項

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、中間連結財務諸

表提出会社及び連結子会社受注の

長期大型工事（工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上）につい

ては工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、24,281百万円である。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、中間連結財務諸

表提出会社及び連結子会社受注の

長期大型工事（工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上）につい

ては工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、17,849百万円である。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、連結財務諸表提

出会社及び連結子会社受注の長期

大型工事（工期が１年以上、かつ

請負金額３億円以上）については

工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、45,543百万円である。

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

ている。

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

連結納税

連結子会社の㈱阿賀高原開発と

ジークライト㈱は連結納税を採用

している。

連結納税

同左

連結納税

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

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か月

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か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

る。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）  

「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後

終了する中間連結会計期間に係る中間

連結財務諸表から適用されることに伴

い、当中間連結会計期間より同会計基

準及び同適用指針を適用している。  

従来の資本の部の合計に相当する金額

は40,249百万円である。  

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成している。  

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後

終了する連結会計年度から適用される

ことに伴い、当連結会計年度より同会

計基準及び同適用指針を適用してい

る。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は41,132百万円である。  

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成してい

る。  

───── （有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間連結会計期間から、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更して

いる。 

これによる損益に与える影響は軽微で

ある。  

───── 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

（中間連結損益計算書） 

　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「前期損益修正損」は、金額的重要性が増したた

め、区分掲記することとした。なお、前中間連結会計期間

の「前期損益修正損」は１百万円である。 　

─────
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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18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

　１　偶発債務 　１　偶発債務 　１　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に

対して保証を行っている。

下記の会社の金融機関からの借入金等

に対して保証を行っている。

下記の会社の金融機関からの借入金等

に対して保証を行っている。

 百万円

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
670

新潟万代島ビルディン

グ㈱
　423

医療法人桑名恵風会 297

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
249

㈱カイハツ
(1,019)

173 

㈱環境シーエスワン  30

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
 15

㈱サンバーストにいが

た
 1

計 1,861

 百万円

㈲浦安温泉物語    2,887

ＦＫ商事㈱    1,247

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
   651

新潟万代島ビルディン

グ㈱
 416

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱ 
249

医療法人桑名恵風会  235

㈱カイハツ
(984)

 167

㈱環境シーエスワン  30

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
 19

㈱サンバーストにいが

た
 1

計 5,907

 百万円

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
670

新潟万代島ビルディン

グ㈱ 
 423

ＦＫ商事㈱  296

医療法人桑名恵風会  266

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
 249

 ㈱カイハツ
 (997)

 169

その他  48

計 2,124

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証 分譲マンションに係る手付金保証

１社 559百万円 ２社    676百万円 ３社    685百万円

　２　受取手形裏書譲渡高 1,253百万円 　２　受取手形裏書譲渡高 40百万円 　２　受取手形裏書譲渡高 1,697百万円

───── ※３　当中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をもって決済処

理している。したがって、当中間連結

会計期間末日が金融機関の休業日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が残高に含まれている。

※３　当連結会計年度末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済処理し

ている。したがって、当連結会計年度

末日が金融機関の休業日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が残高

に含まれている。

   受取手形 460百万円 

 支払手形 10百万円 

 受取手形裏書譲渡高 9百万円 

受取手形    186百万円

支払手形   113百万円

※４　このうち下記の資産は、長期借入金

1,640百万円及び短期借入金5,799百万

円及びその他固定負債616百万円の担保

に供している。

※４　このうち下記の資産は、長期借入金　

883百万円及び短期借入金3,435百万円

及び固定負債の「その他」599百万円の

担保に供している。

※４　このうち下記の資産は、長期借入金　

1,623百万円及び短期借入金4,839百万

円及び固定負債の「その他」599百万円

の担保に供している。

建物・構築物 1,016百万円

土地 4,392

計 5,409

受取手形  641百万円

建物 811

土地          4,205

計 5,658

受取手形      702百万円

建物  839

土地 4,214

計 5,755
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額95百万円、修繕引当金繰

入額１百万円、工事損失引当金繰入額

24百万円を含み、完成工事原価及び未

成工事支出金等に賞与引当金繰入額237

百万円、退職給付引当金繰入額47百万

円を含んでいる。

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額167百万円、修繕引当金繰

入額1百万円、工事損失引当金繰入額469

百万円を含み、完成工事原価及び未成

工事支出金等に賞与引当金繰入額225百

万円、退職給付引当金繰入額98百万円

を含んでいる。

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額172百万円、修繕引当金繰

入額２百万円、工事損失引当金繰入額

296百万円を含み、完成工事原価及び未

成工事支出金等に賞与引当金繰入額219

百万円、退職給付引当金繰入額173百万

円を含んでいる。

※２　このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。

※２　このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。

※２　こ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 2,195百万円 従業員給料手当 2,172百万円 従業員給料手当      4,901百万円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

建物 54百万円

その他  8

計 63

車両運搬具   3百万円

その他 　　　0

計 4

建物  92百万円

土地  38

その他  6

計 137

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

建物 10百万円

その他  8

計 18

車両運搬具  0百万円

その他  0

計 0

建物   19百万円

土地  16

その他  4

計 40

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

建物 11百万円

その他 4

計 15

無形固定資産   34百万円

構築物 6

その他 　　　10

計 50

構築物   95百万円

建物  39

その他  17

計 153
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日） 

　(1)発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 170,329 9,920 － 180,249

合計 170,329 9,920 － 180,249

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加9,920株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 403 9 平成17年12月31日 平成18年３月30日

　当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日） 

　(1)発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 184,168 8,986 1,428 191,726

合計 184,168 8,986 1,428 191,726

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加8,986株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,428株は、単元

    未満株式の買増し請求による減少である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 402 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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　前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日） 

　(1)発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 170,329 14,909 1,070 184,168

合計 170,329 14,909 1,070 184,168

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,909株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,070株は、単元

    未満株式の買増し請求による減少である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 403 9 平成17年12月31日 平成18年３月30日
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（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

　　間連結貸借対照表に掲記されている科目

　　の金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

　　間連結貸借対照表に掲記されている科目

　　の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

　　借対照表に掲記されている科目の金額と

　　の関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 29,729百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△155百万円

有価証券勘定に含まれるMMF 20百万円

現金及び現金同等物 29,594百万円

現金及び預金勘定 23,756百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△313百万円

有価証券勘定に含まれるMMF   20百万円

現金及び現金同等物 23,463百万円

現金及び預金勘定 14,767百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△246百万円

有価証券勘定に含まれるMMF 20百万円

現金及び現金同等物 14,541百万円

２　　　　　　───── ２          　───── ２　重要な非資金取引 

　　当連結会計年度において福田道路㈱は、

　　土地の現物出資により㈱デザイン工房

　　の株式210百万円を取得している。 
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（借主側）

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

（借主側）

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

（借主側）

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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械・運搬具 485 231 254

工具器具・備
品

384 201 182

その他 168 81 86

合計 1,038 514 523

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械・運搬具 364 210 154

工具器具・備
品

330 177 157

その他 144 82 62

合計 839 469 370

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械・運搬具 356 179 177

工具器具・備
品

367 173 194

その他 154 74 79

合計 877 426 450

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため支払利

子込み法により算定している。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため支払利子込み法

により算定している。

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

１年内 190百万円

１年超 333

計 523

１年内 151百万円

１年超 218

計 370

１年内    167百万円

１年超 283

計 450

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

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 115百万円

減価償却費相当額 115

支払リース料    88百万円

減価償却費相当額 88

支払リース料    187百万円

減価償却費相当額 187

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いる。

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

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

１年内 90百万円

１年超 477

計 568

１年内   94百万円

１年超 393

計 488

１年内   94百万円

１年超 436

計 531
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）（平成18年６月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 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）

(1）株式 1,654 3,180 1,526

(2）債券 － － －

(3）その他 562 603 41

合計 2,217 3,784 1,567

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 1,229百万円

非上場の内国債券 45百万円

非上場の外国債券 30百万円

マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

投資事業有限責任組合出資金 50百万円

（当中間連結会計期間）（平成19年６月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 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）

(1）株式 1,590 2,862 1,272

(2）債券 － － －

(3）その他 558 652 94

合計 2,148 3,515 1,366

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 1,249百万円

非上場の内国債券 144百万円

非上場の外国債券 30百万円

マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

投資事業有限責任組合出資金 50百万円

 （注）　当中間連結会計期間において減損処理行い、24百万円評価減している。 
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（前連結会計年度）（平成18年12月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 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）

(1）株式 1,588 2,734 1,145

(2）債券 － － －

(3）その他 562 641 79

合計 2,151 3,375 1,224

２　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 1,279百万円

非上場の出資証券 50百万円

非上場の内国債券 44百万円

非上場の外国債券 30百万円

 マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、９百万円評価減している。
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間末）（平成18年６月30日）

　該当事項なし。　

　なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いている。 

（当中間連結会計期間末）（平成19年６月30日）

　該当事項なし。　

　なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いている。 

（前連結会計年度末）（平成18年12月31日）

　該当事項なし。

　なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いている。　
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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18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 67,702 1,407 7,602 76,712 － 76,712

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,051 82 1,298 4,433 (4,433) －

計 70,754 1,489 8,901 81,145 (4,433) 76,712

営業費用 70,076 1,308 8,203 79,587 (4,112) 75,475

営業利益 678 181 698 1,557 (320) 1,236

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 69,668 1,457 7,577 78,702 － 78,702

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
18 54 1,608 1,682 (1,682) －

計 69,687 1,511 9,186 80,385 (1,682) 78,702

営業費用 70,406 1,418 8,469 80,294 (1,587) 78,706

営業利益 △719 93 716 90 (95) △4

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 152,730 11,673 15,936 180,340 － 180,340

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,274 162 3,873 7,310 (7,310) －

計 156,004 11,835 19,810 187,650 (7,310) 180,340

営業費用 153,307 11,341 18,234 182,883 (6,954) 175,929

営業利益 2,697 494 1,575 4,766 (355) 4,410
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　（注）１　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業　：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売、ゴルフ施設関連事業、廃棄物処理業及び鉱産物の採掘、

販売等

３　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における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、85百万円、70百万円及び179百万円であり、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る。

４　「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」に記載のとおり、当中間連結会計期間から、

有形固定資産の減価償却の方法を変更している。これによるセグメント情報に与える影響は軽微である。 
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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18年１月１日　至平成18年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式

第二号（記載上の注意10）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式

第二号（記載上の注意10）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二

号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

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

海外売上高の記載を省略した。

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

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

海外売上高の記載を省略した。

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

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

外売上高の記載を省略した。
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（１株当たり情報）

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 899.23円 871.28円       919.04円

１株当たり中間（当期）純利

益又は中間純損失（△）
8.29円 △40.71円       35.83円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
－ － －

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載していない。

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潜在株式が存在

しないため、記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載していない。

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

中間連結損益計算

書上の中間純利益
371百万円

普通株式に係る中

間純利益
371百万円

中間連結損益計算

書上の中間純損失
1,821百万円

普通株式に係る中

間純損失
1,821百万円

連結損益計算書上

の当期純利益
1,603百万円

普通株式に係る当

期純利益
1,603百万円

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。 該当事項なし。  該当事項なし。  

普通株式の期中平

均株式数
44,765,104株

普通株式の期中平

均株式数
44,752,944株

普通株式の期中平

均株式数
44,761,480株

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。

㈱福田組（1899）平成 19 年 12 月期　中間決算短信

－ 37 －



（重要な後発事象）

　該当事項なし。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金預金  19,469  11,850  △7,619 7,370  

受取手形 ※５ 3,465  3,783  317 6,729  

完成工事未収入金  25,310  19,730  △5,579 25,039  

販売用不動産  2,793  2,615  △177 3,352  

未成工事支出金等  11,221  12,044  823 10,731  

不動産事業支出金  5,005  5,591  585 2,898  

繰延税金資産  319  385  66 354  

未収入金  3,281  4,770  1,488 3,661  

その他 ※６ 1,716  1,511  △204 1,516  

貸倒引当金  △788  △599  189 △695  

流動資産合計  71,795 76.2 61,685 74.9 △10,110 60,958 74.0

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

土地 ※２ 7,148  7,867  719 8,031  

その他
※１
※２
※３

4,161  3,683  △478 3,857  

有形固定資産計  11,309  11,550  240 11,888  

２　無形固定資産  51  41  △10 46  

３　投資その他の資産         

長期貸付金  7,957  8,982  1,025 8,795  

長期未収入金  3,320  3,612  291 3,612  

繰延税金資産  1,063  －  △1,063 －  

その他  7,753  6,763  △989 6,373  

貸倒引当金  △9,046  △10,255  △1,208 △9,344  

投資その他の資産計  11,048  9,103  △1,945 9,436  

固定資産合計  22,409 23.8 20,694 25.1 △1,714 21,371 26.0

資産合計  94,205 100 82,379 100 △11,825 82,329 100
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

支払手形 ※５ 10,087  7,585  △2,501 8,687  

工事未払金  22,219  19,644  △2,574 14,746  

短期借入金 ※２ 19,282  16,532  △2,750 17,544  

未払法人税等  203  67  △135 102  

未成工事受入金  11,813  8,643  △3,169 7,545  

不動産事業受入金  25  1,016  990 1,013  

賞与引当金  253  245  △7 219  

その他の引当金  214  706  491 525  

その他 ※６ 2,349  1,765  △584 2,045  

流動負債合計  66,449 70.6 56,207 68.3 △10,241 52,430 63.7

Ⅱ　固定負債         

長期借入金  2,750  4,061  1,311 5,127  

繰延税金負債  －  209  209 67  

再評価に係る繰延税金
負債

 1,211  1,208  △2 1,211  

退職給付引当金  2,890  2,518  △372 2,752  

その他  152  99  △53 127  

固定負債合計  7,004 7.4 8,096 9.8 1,092 9,285 11.3

負債合計  73,454 78.0 64,304 78.1 △9,149 61,715 75.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,158 5.5 5,158 6.2 － 5,158 6.2

２　資本剰余金      

(1）資本準備金  5,996 5,996 － 5,996

(2）その他資本剰余金  0 0 △0 0

資本剰余金合計  5,997 6.3 5,996 7.3 △0 5,996 7.3

３　利益剰余金      

(1）利益準備金  1,044 1,044 － 1,044

(2）その他利益剰余金      

固定資産圧縮
積立金

 18 17 △0 18

別途積立金  8,410 8,410 － 8,410

繰越利益剰余金  1,152 △1,573 △2,726 1,008

利益剰余金合計  10,625 11.3 7,898 9.6 △2,727 10,480 12.7

４　自己株式  △93 △0.1 △98 △0.1 △5 △95 △0.1

株主資本合計  21,687 23.0 18,954 23.0 △2,732 21,540 26.1

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 693 0.7 542 0.6 △150 492 0.6

２　土地再評価差額金  △1,629 △1.7 △1,421 △1.7 207 △1,419 △1.7

評価・換算差額等合計  △936 △1.0 △879 △1.1 57 △926 △1.1

純資産合計  20,750 22.0 18,075 21.9 △2,675 20,614 25.0

負債純資産合計  94,205 100 82,379 100 △11,825 82,329 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高         

完成工事高  46,666  40,687  △5,979 101,573  

不動産事業売上高  438  545  107 2,735  

売上高計  47,104 100 41,232 100 △5,872 104,309 100

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価  43,982  39,462  △4,519 95,261  

不動産事業売上原価  349  414  65 2,536  

売上原価計  44,331 94.1 39,877 96.7 △4,454 97,797 93.8

売上総利益         

完成工事総利益  2,684  1,224  △1,459 6,311  

不動産事業総利益  88  130  41 199  

売上総利益計  2,773 5.9 1,355 3.3 △1,417 6,511 6.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,188 4.6 2,308 5.6 119 4,696 4.5

営業利益又は
営業損失（△）

 584 1.3 △952 △2.3 △1,537 1,814 1.7

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  10  47  36 40  

その他 ※１ 286  300  13 1,325  

営業外収益計  297 0.6 348 0.8 50 1,366 1.3

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  191  238  46 400  

その他 ※２ 97  98  1 411  

営業外費用計  289 0.6 337 0.8 48 811 0.7

  経常利益又は
　経常損失（△）

 593 1.3 △941 △2.3 △1,534 2,370 2.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 3 0.0 6 0.0 2 274 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 230 0.5 1,132 2.7 901 1,011 1.0

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△）

 366 0.8 △2,067 △5.0 △2,433 1,633 1.6

法人税、住民税及び事
業税

 110 0.3 40 0.1 △70 80 0.1

法人税等調整額  63 0.1 74 0.2 10 1,295 1.2

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

 192 0.4 △2,182 △5.3 △2,374 257 0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自  平成18年１月１日　至　平成18年６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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,997 1,044 20 20,410 △10,629 10,844 △87 21,913

中間会計期間中の変

動額

固定資産圧縮積立

金の取崩
     △1  1 －  －

別途積立金の取崩       △12,000 12,000 －  －

剰余金の配当        △403 △403  △403

中間純利益        192 192  192

自己株式の取得          △6 △6

土地再評価差額金

の取崩 
       △8 △8  △8

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額）

           

中間会計期間中の変

動額合計（百万円）
－ － － － － △1 △12,000 11,781 △219 △6 △225

平成18年６月30日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,997 1,044 18 8,410 1,152 10,625 △93 21,687

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
766 △1,638 △871 21,041

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩    －

別途積立金の取崩    －

剰余金の配当    △403

中間純利益    192

自己株式の取得    △6

土地再評価差額金の取崩  8 8 －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△73  △73 △73

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△73 8 △64 △290

平成18年６月30日　残高

（百万円）
693 △1,629 △936 20,750
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当中間会計期間（自  平成19年１月１日　至　平成19年６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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

中間会計期間中の変

動額

自己株式の処分   △0 △0      0 0

固定資産圧縮積立

金の取崩 
     △0  0 －  －

剰余金の配当        △402 △402  △402

中間純損失        △2,182 △2,182  △2,182

自己株式の取得          △4 △4

土地再評価差額金

の取崩 
       2 2  2

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額）

           

中間会計期間中の変

動額合計（百万円）
－ － △0 △0 － △0 － △2,582 △2,582 △3 △2,586

平成19年６月30日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 △1,573 7,898 △98 18,954

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614

中間会計期間中の変動額

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の取崩    －

剰余金の配当    △402

中間純損失    △2,182

自己株式の取得    △4

土地再評価差額金の取崩  △2 △2 －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
50  50 50

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
50 △2 47 △2,538

平成19年６月30日　残高

（百万円）
542 △1,421 △879 18,075
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自  平成18年１月１日　至　平成18年12月31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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,997 1,044 20 20,410 △10,629 10,844 △87 21,913

事業年度中の変動額

自己株式の処分   △0 △0      0 0

固定資産圧縮積立

金の取崩
     △1  1 －  －

別途積立金の取崩       △12,000 12,000 －  －

剰余金の配当        △403 △403  △403

当期純利益        257 257  257

自己株式の取得          △8 △8

土地再評価差額金

の取崩
       △219 △219  △219

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

           

事業年度中の変動額

合計（百万円）
－ － △0 △0 － △1 △12,000 11,637 △364 △7 △372

平成18年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 18 8,410 1,008 10,480 △95 21,540

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
766 △1,638 △871 21,041

事業年度中の変動額

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の取崩    －

別途積立金の取崩    －

剰余金の配当    △403

当期純利益    257

自己株式の取得    △8

土地再評価差額金の取崩  219 219 －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△273  △273 △273

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△273 219 △54 △427

平成18年12月31日　残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

②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）

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

①販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

①販売用不動産

同左

たな卸資産

①販売用不動産

同左

②未成工事支出金

個別法による原価法

②未成工事支出金

同左

②未成工事支出金

同左

③不動産事業支出金

個別法による原価法

③不動産事業支出金

同左

③不動産事業支出金

同左

④材料貯蔵品

先入先出法による原価法

④材料貯蔵品

同左

④材料貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。

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いる。

有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については旧定額

法）によっている。

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いる。

②平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法（ただし、建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

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。

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。

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いる。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっている。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３　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

性を検討し、回収不能見込額を計

上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上している。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

修繕引当金

船舶の定期修繕に充てるためのも

ので、定期整備にかかる費用を修

繕実績に応じて繰入れている。

修繕引当金

同左 

修繕引当金

同左
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるためのもので当中間会計期間

末に至る一年間の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づき計

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

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるためのもので当期の完成工事

高に対する将来の見積補償額に基

づき計上している。

工事損失引当金

受注工事に係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 

───── 賠償損失引当金 

工事入札に係る違反の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に

備えるため、合理的な基準に基づ

き見積もることが可能な金額を計

上している。 

賠償損失引当金 

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、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（10年）による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしている。

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、

期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上して

いる。

なお、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（10年）による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしている。

４　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　ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっている。

　また金利スワップ取引について

　は特例処理によっている。　

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　変動金利の借入金

③ヘッジ方針 

　借入金の金利変動リスクを回避

　する目的で金利スワップ取引を

　行っており、ヘッジ対象の識別

　は個別契約毎に行っている。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　金利スワップの特例処理の要件

　を満たしていることをもって有

　効性の判定に代えている。 

同左 同左 
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は23,997百万円である。

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は16,182百万円である。

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は45,701百万円である。

②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

ている。

②消費税等に相当する額の会計処理

同左

②消費税等に相当する額の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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） 

「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後

終了する中間会計期間に係る中間財務

諸表から適用されることに伴い、当中

間会計期間より同会計基準及び同適用

指針を適用している。

従来の資本の部の合計に相当する金額

は20,750百万円である。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ている。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

「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）が会

社法施行日（平成18年５月１日）以後

終了する事業年度から適用されること

に伴い、当事業年度より同会計基準及

び同適用指針を適用している。

従来の資本の部の合計に相当する金額

は20,614百万円である。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成している。 

───── （有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間会計期間から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更してい

る。 

これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,476

百万円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,354

百万円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,347

百万円である。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

 百万円

土地  711

その他有形固定資産 68

計 779

 百万円

土地  703

その他有形固定資産  63

計 766

 百万円

土地  711

その他有形固定資産  66

計 777

※３　過年度に取得した資産のうち国庫補助

金による圧縮記帳額は、建物105百万円

及び工具器具・備品12百万円であり、

中間貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除している。

※３　　　　　　　同左 ※３　過年度に取得した資産のうち国庫補助金

による圧縮記帳額は、建物105百万円及

び工具器具・備品12百万円であり、貸借

対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除し

ている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

 百万円

福田不動産㈱  933

新潟万代島ビルディン

グ㈱
 423

医療法人桑名恵風会  297

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
 249

㈱阿賀高原開発  176

㈱カイハツ
 (1,019)

173 

その他  47

計 2,301

 百万円

ＦＫ商事㈱  439

新潟万代島ビルディン

グ㈱
 416

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
 249

医療法人桑名恵風会  235

福田不動産㈱  225

㈱カイハツ
(984)

 167

㈱阿賀高原開発  149

その他  50

計 1,935

 百万円

福田不動産㈱       629

新潟万代島ビルディン

グ㈱
 423

医療法人桑名恵風会  266

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
 249

㈱阿賀高原開発  176

㈱カイハツ
(997)

169

その他  66

計 1,982

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

分譲マンション手付金保証 分譲マンション手付金保証 分譲マンション手付金保証

１社 559百万円 ２社    676百万円 ３社    685百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に

係る提携ゴルフローンに対して保証予

約を行っている。

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に

係る提携ゴルフローンに対して保証予

約を行っている。

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に

係る提携ゴルフローンに対して保証予

約を行っている。

371百万円    289百万円    323百万円

 ㈱湯巡り万華郷（連結子会社）が温浴

施設賃借料の支払ができない場合に、

その必要額を当該子会社に出資又は融

資を行う旨、他のスポンサーと連帯し

て約定している。 

 

───── ※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理している。し

たがって、当中間期末日が金融機関の

休業日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれてい

る 

※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理している。し

たがって、当期末日が金融機関の休業

日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれている。

  受取手形

支払手形

338百万円

 10百万円

受取手形 98百万円

支払手形  30百万円

※６　立替消費税等と預り消費税等は相殺し

てその他流動負債に含めて表示してい

る。

※６　立替消費税等と預り消費税等は相殺し

て未収入金に含めて表示している。

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　その他営業外収益のうち重要なもの ※１　その他営業外収益のうち重要なもの ※１　その他営業外収益のうち重要なもの

受取配当金 245百万円 受取配当金    260百万円 受取配当金    254百万円

匿名組合出資持分

譲渡益 
936百万円

───── ───── ※２　その他営業外費用のうち重要なもの

貸倒引当金繰入額    192百万円

───── ───── ※３　特別利益のうち重要なもの

投資有価証券売却益 206百万円

※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの

課徴金納付見込額 200百万円 貸倒引当金繰入額    1,000百万円

関係会社株式評価損 69百万円

課徴金納付見込額 44百万円

販売用不動産評価損      381百万円

課徴金納付見込額      219百万円

賠償損失引当金繰入

額
  170百万円

固定資産除却損 104百万円

関係会社株式評価損   99百万円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 154百万円

無形固定資産 7百万円

有形固定資産    140百万円

無形固定資産  7百万円

有形固定資産    298百万円

無形固定資産  14百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 158,216 9,920 － 168,136

合計 158,216 9,920 － 168,136

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加9,920株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

　当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 172,055 8,986 1,428 179,613

合計 172,055 8,986 1,428 179,613

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加8,986株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,428株は、単元

　 　未満株式の買増し請求による減少である。

　前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　（注） 158,216 14,909 1,070 172,055

合計 158,216 14,909 1,070 172,055

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加14,909株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,070株は、単

     元未満株式の買増し請求による減少である。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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期末残高相当額

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期末残高相当額

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器具・備
品

175 89 86

その他 99 35 64

合計 275 124 150

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 22 4 18

工具器具・備
品 

124 84 39

その他 82 42 40

合計 229 131 98

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 17 2 15

工具器具・備
品

168 97 70

その他 81 38 42

合計 267 138 128

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。

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

１年内 51百万円

１年超 99

計 150

１年内   37百万円

１年超 60

計 98

１年内   47百万円

１年超 80

計 128

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

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 32百万円

減価償却費相当額 32百万円

支払リース料   26百万円

減価償却費相当額   26百万円

支払リース料    59百万円

減価償却費相当額    59百万円

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いる。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間末）（平成18年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（当中間会計期間末）（平成19年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（前事業年度末）（平成18年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 463.48円       403.82円       460.46円

１株当たり中間(当期)純利益

又は中間純損失（△）
4.29円     △48.75円       5.76円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
－ － －

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載していない。

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潜在株式が存在

しないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載していない。

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

中間損益計算書上

の中間純利益
192百万円

普通株式に係る中

間純利益
192百万円

中間損益計算書上

の中間純損失
   2,182百万円

普通株式に係る中

間純損失
   2,182百万円

損益計算書上の当

期純利益
    257百万円

普通株式に係る当

期純利益
     257百万円

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株式の期中平

均株式数
44,777,217株

普通株式の期中平

均株式数
44,765,057株

普通株式の期中平

均株式数
 44,773,593株
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（重要な後発事象）

（当中間会計期間）

  該当事項なし。
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６．受注高、売上高及び次期繰越高
１．受注高

区分
前年中間期
（百万円）

当中間期
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期
（百万円）

建設事業      

建築      

国内官公庁 731 119 △611 △83.6 3,273

国内民間 29,613 29,039 △573 △1.9 76,381

計 30,344 29,159 △1,185 △3.9 79,654

土木      

国内官公庁 11,386 7,043 △4,343 △38.1 19,082

国内民間 4,769 5,923 1,153 24.2 8,227

計 16,156 12,967 △3,189 △19.7 27,309

合計      

国内官公庁 12,118 7,163 △4,954 △40.9 22,355

国内民間 34,383 34,963 580 1.7 84,608

計 46,501 42,126 △4,374 △9.4 106,963

不動産事業 501 705 203 40.7 2,852

合計 47,002 42,831 △4,170 △8.9 109,816

２．売上高

区分
前年中間期
（百万円）

当中間期
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期
（百万円）

建設事業      

建築      

国内官公庁 1,529 428 △1,100 △72.0 3,116

国内民間 30,391 29,452 △938 △3.1 61,229

計 31,920 29,881 △2,039 △6.4 64,345

土木      

国内官公庁 11,550 6,990 △4,560 △39.5 28,345

国内民間 3,195 3,815 620 19.4 8,882

計 14,746 10,806 △3,939 △26.7 37,227

合計      

国内官公庁 13,079 7,419 △5,660 △43.3 31,462

国内民間 33,586 33,267 △318 △0.9 70,111

計 46,666 40,687 △5,979 △12.8 101,573

不動産事業 438 545 107 24.5 2,735

合計 47,104 41,232 △5,872 △12.5 104,309
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３．次期繰越高

区分
前年中間期末
（百万円）

当中間期末
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期末
（百万円）

建設事業      

建築      

国内官公庁 1,604 2,250 645 40.2 2,559

国内民間 39,964 55,481 15,517 38.8 55,894

計 41,569 57,732 16,163 38.9 58,453

土木      

国内官公庁 30,191 21,145 △9,046 △30.0 21,092

国内民間 7,809 7,688 △121 △1.6 5,580

計 38,001 28,833 △9,167 △24.1 26,672

合計      

国内官公庁 31,796 23,395 △8,400 △26.4 23,651

国内民間 47,774 63,170 15,396 32.2 61,475

計 79,570 86,566 6,995 8.8 85,126

不動産事業 98 312 213 216.1 152

合計 79,669 86,878 7,208 9.0 85,278
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