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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 33,186 △15.9 △411 － △388 － △253 －

18年９月中間期 39,463 31.5 824 680.6 821 623.4 48 6.1

19年３月期 91,891 － 2,945 － 2,922 － 590 －

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９月中間期 △11 67  －

18年９月中間期 2 25  －

19年３月期 27 22  －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 51百万円 18年９月中間期 16百万円 19年３月期 31百万円

(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９月中間期 63,467 8,832 13.0 381 20

18年９月中間期 66,868 9,326 13.1 404 52

19年３月期 75,260 9,848 12.3 426 61

（参考）自己資本 19年９月中間期 8,276百万円 18年９月中間期 8,783百万円 19年３月期 9,262百万円

(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９月中間期 △5,365 △111 △2,346 4,448

18年９月中間期 △1,887 △179 △970 4,513

19年３月期 5,594 △191 △682 12,271

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

19年３月期  － 5 00 5 00

20年３月期  － －
5 00

20年３月期（予想） － 5 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 85,000 △7.5 1,280 △56.5 1,110 △62.0 510 △13.7 23 49
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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

(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、14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」をご覧下さい。

(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９月中間期 21,720,000株 18年９月中間期 21,720,000株 19年３月期 21,720,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 7,224株 18年９月中間期 6,817株 19年３月期 7,027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、22ページ「１株当たり情報」

をご覧下さい。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９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９月中間期 30,843 △18.4 △365 － △396 － △289 －

18年９月中間期 37,798 33.9 884 533.4 862 611.8 55 52.3

19年３月期 86,200 － 2,889 － 2,832 － 534 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △13 32

18年９月中間期 2 57

19年３月期 24 63

(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９月中間期 58,577 7,363 12.6 339 13

18年９月中間期 62,093 7,955 12.8 366 40

19年３月期 69,125 8,359 12.1 384 99

（参考）自己資本 19年９月中間期 7,363百万円 18年９月中間期 7,955百万円 19年３月期 8,359百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 79,000 △8.4 1,210 △58.1 1,000 △64.7 450 △15.8 20 73

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページをご参照して下さい。
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１．経営成績
当中間連結会計期間中に当社は、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事の取引分野において、独占禁止法第３条の

規定に違反する行為があったとして、公正取引委員会より受けた排除措置命令および課徴金納付命令が確定したこと

に伴い、建設業法の規定に基づき、国土交通省から平成19年９月25日付で平成19年10月９日から平成19年10月23日ま

での15日間、日本全国における土木工事業および建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工

事であって補助金等の交付を受けているものについての営業停止処分を命ぜられました。

このようなことになり、誠に申し訳なくお詫び申し上げます。当社といたしましては、今回の処分を厳粛に受け止

め、再発防止に向けてコンプライアンスの一層の強化・徹底を図り、信頼回復に努めてまいる所存であります。

(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出が増加するなか、企業業績は堅調に推移しており、米国におけるサブプ

ライムローン問題から端を発した国際金融市場の動揺、原油価格高騰の影響や政局の混乱など不透明要因はあるもの

の、景気は引き続き緩やかな拡大基調で推移いたしました。

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資の減少傾向に歯止めがかからず、また、民

間建設投資は企業収益の改善に伴い増加基調にあるものの、競争は一段と厳しさを増しており、依然として厳しい環

境のもと推移いたしました。

このような状況のもとで、当社グループでは、営業部門と施工部門の連携強化を目的とした大幅な組織改正を実施

し、「経営３ヵ年計画（平成19年度から平成21年度）」の経営課題である①官公庁工事における受注の確保と利益の

向上、②一般民間工事における受注の拡大と利益の向上、③総合力の結集と企業体質の強化に積極的に取り組みまし

た。

当中間連結会計期間における総売上高につきましては、前年同期比15.9％減の331億８千６百万円となりました。

利益につきましては、完成工事の減少に伴う減益により、営業損益は４億１千１百万円の損失となり、経常損益は

３億８千８百万円の損失に、中間純損益につきましても２億５千３百万円の損失となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。

（建設事業）

売上高につきましては、進行基準適用工事および完成工事物件の減少により、前年同期比16.1％減の327億３千４百

万円となりました。営業損益につきましては、６億４百万円の損失となりました。

（不動産事業）

売上高につきましては、前年同期比0.3％増の４億５千１百万円となりました。営業損益につきましては、前連結会

計期間より早期適用している棚卸資産の評価に関する会計基準により、販売用不動産で新たに評価損が発生したこと

から、前年同期比14.0％減の１億９千３百万円となりました。

(2）通期の見通し

今後のわが国経済の見通しにつきましては、引き続き堅調な企業業績を背景に緩やかな安定成長が続くと見込まれ

ております。しかしながら、為替や金利の動向、原油価格高騰の長期化など、依然として不安材料を抱えたまま推移

するものと思われます。

建設業界を取り巻く環境におきましては、公共投資は縮小傾向の継続が予測され、堅調な企業業績を背景とした民

間建設投資に期待が持たれるものの、受注競争が一段と厳しさを増すとともに、原油価格および原材料価格の高騰に

よる採算性の低下など、収益環境も一層厳しくなることが予測されております。更には６月に施行された改正建築基

準法の影響により、建築確認申請の審査期間が長期化しており、新規物件の受注時期や着工時期が遅れることが懸念

さております。

このような状況のもと、当社グループは引き続き「経営３ヵ年計画」に基づいた事業展開を推進してまいります。

これらにより、通期の見通しとしましては、受注高810億円、売上高850億円、営業利益12億８千万円、経常利益11

億１千万円、当期純利益５億１千万円をそれぞれ予想しております。
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(3）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末における総資産は634億６千７百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ34億円の減少とな

りました。主なものといたしましては、受取手形・工事未収入金等、投資有価証券が減少したことによるものであり

ます。

負債は546億３千４百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ29億６百万円の減少となりました。主なものといた

しましては、支払手形・工事未払金等、借入金が減少したことによるものであります。

純資産は88億３千２百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ４億９千３百万円の減少となりました。主なもの

といたしましては、利益剰余金が増加したものの、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。

この結果、当中間連結会計期間末の自己資本比率は13.0％となり、前中間連結会計期間末に比べ0.1ポイントの減少

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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ６千

４百万円減少（前年同期比1.4％減）し、当中間連結会計期間末は44億４千８百万円となりました。

（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、53億６千５百万円（前年同期比大幅増）となりました。これは売上債権の減少78

億６千１百万円などにより資金が増加したのに対し、税金等調整前中間純損失４億４千４百万円、未成工事支出金の

増加44億８千１百万円、仕入債務の減少78億１千７百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、１億１千１百万円（前年同期比37.9％減）となりました。これは主に有形固定資

産の取得による支出４千１百万円、無形固定資産の取得による支出６千８百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、23億４千６百万円（前年同期比141.8％増）となりました。これは借入金の純減に

よる支出22億３千６百万円などによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

項目 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率 （％） 11.4 13.2 12.3 13.0

時価ベースの自己資本比率 （％） 10.9 11.1 9.9 9.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （倍） 6.9 55.1 3.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 12.6 1.6 22.4 －

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．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。

５．平成19年９月期の中間連結会計期間におきましては、キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・

フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載していません。

(4）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、内部留保の充実を図りながら、財務体質の改善に努めるとともに、収益力の向上に向けて経営基

盤の強化を図り、株主の皆様に安定した配当を継続していくことを利益配分の基本方針としております。

当連結会計年度の期末配当につきましては、上記方針に基づきまして１株当たり５円を予定しております。

また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化、設備投資などに活用し、企業体質と競争力の一層の強化に

取り組んでまいります。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グル－プは、お客様の期待とニ－ズに的確にお応えして、お客様の満足度を高めることを経営の基本姿勢とし、

建設事業、不動産事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。当社グル－プは、これを実現するため、企画提案

力、施工力、技術力の向上に注力してまいります。また、株主の皆様の期待にお応えするため、効率経営の徹底およ

び収益性の向上による経営基盤の強化、経営情報の適時開示を推進し、企業グル－プの価値の最大化に努めてまいり

ます。

(2）目標とする経営指標

当社グループは、総合的な経営計画として策定した「経営５ヵ年計画（平成17年度～平成21年度）」 に代え、今後

３年間で解決すべき最重点の課題に絞り込み、見直しをおこなった「経営３ヵ年計画（平成19年度～平成21年度）」

を策定し、最終年度において、提出会社の受注高および完工高で700億円以上、当期純利益で５億円以上の確保を目指

しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

わが国の経済は、アメリカ経済や原油価格の動向等懸念となる材料を抱えているものの、企業収益の好調さは持続

し、これが個人消費へと波及して、今後も緩やかな景気回復が見込まれます。建設市場においては、民間建設投資の

好調さは継続するものの、減少の続く政府建設投資の影響により、全体としては、若干の減少傾向で推移していくと

思われます。また、競争激化の状況はいまだ収まらず、厳しい経営環境の継続が推測されます。

このような状況において、当社グループは「経営３ヵ年計画」において、小田急ブランドを冠する総合建設サービ

ス企業として、お客さまの満足を実現するため、また、小田急グループの一員として、存在意義を獲得するために、

優位分野である首都圏および小田急線沿線エリアを核として、競争力の強化を図り、安定経営に向けた受注の拡大と

収益の向上を最優先で取り組むべき課題に掲げ、その達成を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、自立経営に向け、営業部門と施工部門の連携強化を目的とした大幅な組織改正をおこない、企業

体質の強化および受注構成の改善を目指し、「経営３ヵ年計画」に基づく諸施策に一丸となって取り組んでまいりま

す。

受注におきましては、競争力を強化し、安定経営に向けた受注の確保、拡大を進めてまいります。官公庁工事につ

きましては、コンプライアンスを遵守した営業活動の実施はもとより、総合評価方式等への対応力を強化し、施工実

績と技術力の維持、向上を考慮しつつ、受注を確保してまいります。また、民間工事につきましては、首都圏および

小田急線沿線である東京・神奈川地区を中心に市場の開拓をおこない、顧客のニ－ズを的確に把握し、顧客満足度の

高い価値、製品を提供するとともに、優位性を最大限に活かした受注の拡大に取り組んでまいります。

施工におきましては、価格競争力の強化と収益の確保を図るため、業務フローの更なる精度向上、調達システムの

改善による施工コストの低減、予算査定の厳密化等を推進してまいります。また、団塊世代の大量退職に対する技術

力の継承・維持策を実施してまいります。

情報化等におきましては、作業所をネットワークする新原価管理システム・財務会計システム等の構築を推進し、

情報技術の活用による業務の迅速化と情報のオ－プン化を進めてまいります。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）におきましては、積極的なＩＲ情報の適時かつ適切な開示に努めるとともに、コンプ

ライアンス体制の維持および内部監査体制の整備、強化により会社法・金融商品取引法等関係法令への適切な対応、

内部統制システムの整備等に取り組んでまいります。また、品質・環境への取り組みにつきましては、ＩＳＯ規格に

基づく品質環境マネジメントシステムの確実な運用と改善により、確かな品質の提供と環境保全に対する社会的責務

の遂行に努めるとともに、環境報告書の継続的な発行を通じて、環境保全活動の情報開示の充実に努めてまいります。
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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９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)
対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年３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

1.現金預金 1,903 1,431 3,524

2.受取手形・
工事未収入金等

※４ 22,237 18,896 26,758

3.販売用不動産 1,474 1,404 1,464

4.未成工事支出金 ※１ 9,920 11,734 7,253

5.その他棚卸資産 267 281 262

6.繰延税金資産 469 556 488

7.預け金 2,609 3,016 8,746

8.その他 1,086 1,204 808

貸倒引当金 △47 △0 △41

流動資産合計 39,922 59.7 38,526 60.7 △1,395 49,265 65.5

Ⅱ 固定資産

1.有形固定資産

(1) 建物・構築物 ※２ 2,655 2,376 2,454

(2) 機械・運搬具・
工具器具備品

※２ 244 210 207

(3) 土地 ※３ 14,438 17,338 13,989 16,576 △761 13,989 16,652

2.無形固定資産

(1) 電話加入権 21 21 21

(2) その他 0 21 67 88 66 0 21

3.投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※３ 8,325 6,793 8,320

(2) 繰延税金資産 269 474 －

(3) その他 997 1,027 1,022

貸倒引当金 △7 9,585 △18 8,275 △1,309 △21 9,321

固定資産合計 26,945 40.3 24,940 39.3 △2,005 25,995 34.5

資産合計 66,868 100.0 63,467 100.0 △3,400 75,260 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)
対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年３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

1.支払手形・
工事未払金等

※４ 23,391 22,458 30,276

2.短期借入金 ※３ 12,239 11,687 12,426

3.未成工事受入金 9,434 9,586 8,498

4.引当金 120 124 124

5.その他 703 604 2,351

流動負債合計 45,890 68.6 44,461 70.1 △1,429 53,677 71.3

Ⅱ 固定負債

1.長期借入金 ※３ 6,688 5,291 6,789

2.繰延税金負債 － － 63

3.退職給付引当金 2,977 2,868 2,814

4.役員退職慰労引当金 96 － 120

5.再評価に係る繰延税金
負債

 1,582 1,641 1,641

6.その他 305 372 305

固定負債合計 11,650 17.5 10,173 16.0 △1,477 11,735 15.6

負債合計 57,541 86.1 54,634 86.1 △2,906 65,412 86.9

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1.資本金 1,086 1.6 1,086 1.7 － 1,086 1.4

2.資本剰余金 1,561 2.3 1,561 2.5 － 1,561 2.2

3.利益剰余金 2,978 4.5 3,133 4.9 155 3,495 4.6

4.自己株式 △1 △0.0 △1 △0.0 △0 △1 △0.0

株主資本合計 5,624 8.4 5,779 9.1 155 6,141 8.2

Ⅱ 評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差
額金

1,812 2.7 1,185 1.9 △627 1,809 2.4

2.土地再評価差額金  1,346 2.0 1,311 2.0 △34 1,311 1.7

評価・換算差額等
合計

3,159 4.7 2,497 3.9 △662 3,121 4.1

Ⅲ 少数株主持分 543 0.8 555 0.9 12 585 0.8

純資産合計 9,326 13.9 8,832 13.9 △493 9,848 13.1

負債純資産合計 66,868 100.0 63,467 100.0 △3,400 75,260 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１

1.完成工事高 39,013 32,734 90,898

2.兼業事業売上高 449 39,463 100.0 451 33,186 100.0 △6,277 992 91,891 100.0

Ⅱ 売上原価

1.完成工事原価 35,818 30,829 82,980

2.兼業事業売上原価 ※２ 174 35,992 91.2 196 31,026 93.5 △4,966 499 83,479 90.8

売上総利益

1.完成工事総利益 3,195 1,905 7,918

2.兼業事業総利益 275 3,471 8.8 254 2,160 6.5 △1,311 493 8,411 9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 2,646 6.7 2,571 7.7 △75 5,465 6.0

営業利益又は営業損失
（△）

824 2.1 △411 △1.2 △1,235 2,945 3.2

Ⅳ 営業外収益

1.受取利息 8 17 12

2.受取配当金 43 57 104

3.持分法による投資利益 16 51 31

4.雑収入 49 118 0.3 31 158 0.4 40 80 229 0.2

Ⅴ 営業外費用

1.支払利息 121 136 252

2.雑支出 0 121 0.3 0 136 0.4 14 0 252 0.2

経常利益又は経常損失
（△）

821 2.1 △388 △1.2 △1,209 2,922 3.2

Ⅵ 特別利益

1.前期損益修正益  ※４ 13 46 3

2.その他 1 14 0.0 0 47 0.2 33 61 65 0.0

Ⅶ 特別損失

1.固定資産売却等損 ※５ 0 0 51

2.販売用不動産評価損 ※２ 346 － 626

3.訴訟費用 6 － 6

4.違約金 － 96 －

5.その他 ※６ 0 354 0.9 5 103 0.3 △251 62 746 0.8

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
（△）

480 1.2 △444 △1.3 △925 2,241 2.4

法人税、住民税及び
事業税

26 25 831

過年度法人税、住民税及
び事業税

25 － 67

法人税等調整額 386 438 1.1 △202 △177 △0.5 △616 737 1,637 1.8

少数株主利益又は少数株
主損失(△)

△6 △0.0 △13 △0.0 △6 13 0.0

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

48 0.1 △253 △0.8 △302 590 0.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

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４月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高         （百万円） 1,086 1,561 3,056 △1 5,702

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △108  △108

役員賞与（注）   △18  △18

中間純利益   48  48

自己株式の取得    △0 △0

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） － － △77 △0 △78

平成18年９月30日　残高　　     （百万円） 1,086 1,561 2,978 △1 5,624

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３月31日　残高　       （百万円）

　　　
2,438 1,346 3,785 582 10,070

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △108

役員賞与（注）     △18

中間純利益     48

自己株式の取得     △0

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）
△625  △625 △39 △665

中間連結会計期間中の変動額合計 （百万円） △625 － △625 △39 △743

平成18年９月30日　残高         （百万円） 1,812 1,346 3,159 543 9,326

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高         （百万円） 1,086 1,561 3,495 △1 6,141

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △108  △108

中間純損失   △253  △253

自己株式の取得    △0 △0

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） － － △361 △0 △361

平成19年９月30日　残高　　     （百万円） 1,086 1,561 3,133 △1 5,779

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19年３月31日　残高　       （百万円）

　　　
1,809 1,311 3,121 585 9,848

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △108

中間純損失     △253

自己株式の取得     △0

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）
△624  △624 △29 △653

中間連結会計期間中の変動額合計 （百万円） △624 － △624 △29 △1,015

平成19年９月30日　残高         （百万円） 1,185 1,311 2,497 555 8,832

小田急建設㈱ (1834) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 10 －



　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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18年３月31日　残高         （百万円） 1,086 1,561 3,056 △1 5,702

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △108  △108

役員賞与（注）   △18  △18

当期純利益   590  590

土地再評価差額金取崩額   △24  △24

自己株式の取得    △0 △0

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） － － 439 △0 439

平成19年３月31日　残高　　     （百万円） 1,086 1,561 3,495 △1 6,141

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３月31日　残高　       （百万円）

　　　
2,438 1,346 3,785 582 10,070

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △108

役員賞与（注）     △18

当期純利益     590

土地再評価差額金取崩額     △24

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）
△629 △34 △664 2 △661

連結会計年度中の変動額合計 （百万円） △629 △34 △664 2 △222

平成19年３月31日　残高         （百万円） 1,809 1,311 3,121 585 9,848

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（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（△）
480 △444 2,241

減価償却費 141 125 281

貸倒引当金の増減額(減少:△) △9 △44 △1

退職給付(慰労)引当金の増減額

(減少:△)
40 △67 △98

完成工事補償引当金の増減額

(減少:△)
11 △0 15

受取利息及び配当金 △52 △74 △117

支払利息 121 136 252

販売用不動産評価損 346 13 659

有形固定資産売却等損 0 0 51

売上債権の増減額(増加:△) 1,936 7,861 △2,583

販売用不動産の増減額(増加:△) 56 46 213

未成工事支出金の増減額

(増加:△)
△1,535 △4,481 1,131

その他棚卸資産の増減額

(増加:△)
△5 △19 △0

その他資産の増減額(増加:△) △132 121 192

仕入債務の増減額(減少:△) △3,889 △7,817 2,995

未払金の増減額(減少:△) 11 △38 149

未成工事受入金の増減額

(減少:△)
1,077 1,087 140

未払消費税等の増減額(減少:△) － △325 334

その他負債の増減額(減少:△) 8 △508 368

持分法による投資損益(益:△) △16 △51 △31

取締役賞与金の支払額 △18 － △18

少数株主に負担させた取締役賞与

金の支払額
△1 － △1

小計 △1,427 △4,480 △3,053 6,176

利息及び配当金の受取額 60 84 101

利息の支払額 △124 △129 △249

法人税等の支払額 △395 △840 △433

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,887 △5,365 △3,477 5,594
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前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー

有形固定資産の取得による支出 △174 △41 △208

有形固定資産の売却による収入 0 0 16

無形固定資産の取得による支出 － △68 △0

投資有価証券の取得による支出 △0 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － － 6

その他投資等による収入 － 1 －

その他投資等による支出 △5 △0 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △179 △111 68 △191

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー

短期借入金の純増減額 126 △1,092 175

長期借入れによる収入 － － 1,430

長期借入金の返済による支出 △986 △1,144 △2,178

自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

配当金の支払による支出 △108 △108 △108

少数株主への配当金の支払額 △1 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △970 △2,346 △1,376 △682

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

(減少:△)
△3,037 △7,823 △4,785 4,721

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,550 12,271 4,721 7,550

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※ 4,513 4,448 △64 12,271
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成9年３月31日）

１.会計処理基準に関する事項

(1）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸事業用倉庫につい

ては定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

有形固定資産

同左

有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸事業用倉庫につい

ては定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１

日以降取得の固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　なお、これによる損益への影響

は軽微であります。

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　なお、これによる損益への影響

は軽微であります。

────── 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）に基づく定額法を採用し

ております。

──────

(2）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

全ての債権について個別に回収可

能性を検討して計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金

　前連結会計年度末引当金の当中

間連結会計期間末残高に、実績繰

入率による将来の見積補償額を加

算して計上しております。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

　完成工事にかかる瑕疵担保等の

費用に充てるため、実績繰入率に

よる将来の見積補償額を計上して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成9年３月31日）

工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、

損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もることの

できる工事についてはその見積額

を計上しております。

　なお、損失見込額は、未成工事

支出金から直接控除しております。

工事損失引当金

同左

工事損失引当金

同左

役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額の

当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

────── 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額を

計上しております。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響は

ありません。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　この結果、販売費及び一般管理

費が18百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が、

18百万円減少しております。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

(3,414百万円)は、15年による均

等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、主としてその

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

定率法により費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

(3,414百万円)は、15年による均

等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、主としてその

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

定率法により費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成9年３月31日）

役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金

の支給に備えて内規に基づく中間

期末要支給額を計上しております。

────── 役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金

の支給に備えて内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

（追加情報）

　従来、役員及び執行役員の退職

慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上して

おりましたが、役員報酬制度の見

直しの一環として、平成19年６月

27日付で、役員退職慰労金制度を

廃止しております。

　なお、現任役員が平成19年６月

以前に就任していた期間に応じて

引当計上した額66百万円が、固定

負債（その他）に含まれておりま

す。

　なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、最近の半期報告書（平成18年12月８日提出）における記載から重要な

変更がないため開示を省略しております。

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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は8,783百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は9,262百万円であります。

　なお、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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

────── ────── 資産の保有目的の変更

　前連結会計年度末において、固定資産とし

て計上されていた土地等460百万円を、販売

用不動産へ振替えております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　工事損失引当金による損失見積

額271百万円を直接控除しておりま

す。

※１　工事損失引当金による損失見積

額391百万円を直接控除しておりま

す。

※１　工事損失引当金による損失見積

額437百万円を直接控除しておりま

す。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

は、4,023百万円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

は、4,002百万円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,889百万円であります。

※３　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※３　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※３　このうち下記のとおり担保に供

しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

1,415 81

長期借入金

14

計 1,415 95

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

42 12

長期借入金

－

計 42 12

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
（長期借入金よりの
振替分）

投資有
価証券

43 20

長期借入金

－

計 43 20

　なお、土地7,964百万円を関係会社

である㈱フラッグスの金融機関等か

らの借入金に対して担保提供してお

ります。

　なお、土地7,964百万円を関係会社

である㈱フラッグスの金融機関等か

らの借入金に対して担保提供してお

ります。

　なお、土地7,964百万円を関係会社

である㈱フラッグスの金融機関等か

らの借入金に対して担保提供してお

ります。

　また、投資有価証券0百万円を特別

目的会社である吹田キャンパスサー

ビス㈱の金融機関等からの借入金に

対して担保提供しております。

　また、投資有価証券0百万円を特別

目的会社である吹田キャンパスサー

ビス㈱の金融機関等からの借入金に

対して担保提供しております。

　また、投資有価証券0百万円を特別

目的会社である吹田キャンパスサー

ビス㈱の金融機関等からの借入金に

対して担保提供しております。

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。

　なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形が

中間連結会計期間末残高に含まれて

おります。

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。

　なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形が

中間連結会計期間末残高に含まれて

おります。

※４　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。

　なお、当連結会計年度末日が金融

機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年

度末残高に含まれております。

受取手形 41百万円

支払手形 11百万円

受取手形 9百万円

支払手形 14百万円

受取手形 103百万円

支払手形 24百万円

　５　保証債務 　５　    ────── 　５　    ──────

㈱マリモ 160百万円

 (手付金等保証)
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　工事進行基準による完成工事高

は19,438百万円であります。

※１　工事進行基準による完成工事高

は14,215百万円であります。

※１　工事進行基準による完成工事高

は35,037百万円であります。

※２　     ────── ※２　販売用不動産は収益性の低下に

基づく簿価切下後の金額であり、

販売用不動産評価損が以下の科目

に含まれております。

※２　販売用不動産は収益性の低下に

基づく簿価切下後の金額であり、

販売用不動産評価損が以下の科目

に含まれております。

兼業事業売上原価 13百万円 兼業事業売上原価 33百万円

特別損失 626百万円

計 659百万円

※３　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※３　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※３　このうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給料手当 1,408百万円

退職給付費用 109百万円

従業員給料手当 1,384百万円

退職給付費用 103百万円

従業員給料手当 2,872百万円

役員賞与引当金繰入額 18百万円

退職給付費用 215百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円

※４　前期損益修正益の主な内訳は次

のとおりであります。

※４　前期損益修正益の主な内訳は次

のとおりであります。

※４　     ──────

貸倒引当金戻入益 9百万円 貸倒引当金戻入益 46百万円

※５　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※５　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※５　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物・構築物 0百万円

機械・運搬具 0百万円

工具器具備品 0百万円

計 0百万円

建物・構築物 0百万円

工具器具備品 0百万円

計 0百万円

建物・構築物 1百万円

機械・運搬具 1百万円

工具器具備品 4百万円

計 8百万円

　　　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

　　　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

機械・運搬具 0百万円

計 0百万円

建物・構築物 20百万円

機械・運搬具 0百万円

土地 21百万円

計 42百万円

※６　     ────── ※６　     ────── ※６　このうち主なものは次のとおり

であります。

課徴金納付見込額 53百万円

 ７　当社グループの売上高は、通常

の営業の形態として、上半期に比

べ下半期に完成する工事の割合が

大きいため、連結会計年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期と

下半期の業績に季節的変動があり

ます。

同左 ──────
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（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 21,720,000 － － 21,720,000

合計 21,720,000 － － 21,720,000

   自己株式

 　　普通株式（注） 6,210 607 － 6,817

合計 6,210 607 － 6,817

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加607株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 108 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（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 21,720,000 － － 21,720,000

合計 21,720,000 － － 21,720,000

   自己株式

 　　普通株式（注） 7,027 197 － 7,224

合計 7,027 197 － 7,224

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加197株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

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６月27日

定時株主総会
普通株式 108 5.00  平成19年３月31日  平成19年６月28日

小田急建設㈱ (1834) 平成 20 年３月期中間決算短信

－ 19 －



　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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 21,720,000 － － 21,720,000

合計 21,720,000 － － 21,720,000

   自己株式

 　　普通株式（注） 6,210 817 － 7,027

合計 6,210 817 － 7,027

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加817株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 108 5.00  平成18年３月31日  平成18年６月29日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 108 利益剰余金 5.00  平成19年３月31日  平成19年６月28日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金預金勘定 1,903百万円

現金同等物（預け金） 2,609百万円

現金及び現金同等物 4,513百万円

現金預金勘定 1,431百万円

現金同等物（預け金） 3,016百万円

現金及び現金同等物 4,448百万円

現金預金勘定 3,524百万円

現金同等物（預け金） 8,746百万円

現金及び現金同等物 12,271百万円
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①　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

項目
建設事業
（百万円）

不動産事業
（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 32,734 451 33,186 － 33,186

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － (－) －

計 32,734 451 33,186 (－) 33,186

営業費用 33,339 258 33,597 (－) 33,597

営業利益又は営業損失（△） △604 193 △411 (－) △411

　（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ました。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業　：不動産の販売及び賃貸に関する事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）において本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）において海外売上高がないため該当事

項はありません。
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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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

404.52円 381.20円 426.61円

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

2.25円 △11.67円 27.22円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益 （百万円） 48 △253 590

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － －

普通株式に係る中間

（当期）純利益
（百万円） 48 △253 590

期中平均株式数 （株） 21,713,402 21,712,873 21,713,230

　　  ２．１株当たり純資産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末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額 （百万円） 9,326 8,832 9,848

純資産の部の合計額から控除す

る金額
（百万円） 543 555 585

（うち少数株主持分） (543) (555) (585)

普通株式に係る中間期末

（期末）の純資産額
（百万円） 8,783 8,276 9,262

１株当たり純資産額の算定に用

いられた中間期末（期末）の普

通株式の数

（株） 21,713,183 21,712,776 21,712,973

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

リース取引、有価証券等に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。
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５. 生産、受注及び販売の状況

(1）受注実績

区分

前中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

受注高（百万円）
構成比
（％）

受注高（百万円）
構成比
（％）

受注高（百万円）
構成比
（％）

建設事業 42,907 100.0 45,015 100.0 84,269 100.0

合　　　計 42,907 100.0 45,015 100.0 84,269 100.0

(2）売上実績

区分

前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

売上高（百万円）
構成比
（％）

売上高（百万円）
構成比
（％）

売上高（百万円）
構成比
（％）

建設事業 39,013 98.9 32,734 98.6 90,898 98.9

不動産事業 449 1.1 451 1.4 992 1.1

合　　　計 39,463 100.0 33,186 100.0 91,891 100.0

（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は、記載しておりません。
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６．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９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)
対前中間期比

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３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

1.現金預金 1,792 1,308 3,423

2.受取手形  1,496 2,047 1,100

3.工事未収入金 19,716 15,334 23,613

4.販売用不動産 1,474 1,404 1,464

5.未成工事支出金 8,480 10,438 6,114

6.繰延税金資産 460 590 494

7.その他 2,623 3,101 7,798

貸倒引当金 △47 △0 △41

流動資産合計 35,997 58.0 34,225 58.4 △1,771 43,967 63.6

Ⅱ 固定資産

1.有形固定資産

(1) 建物  2,552 2,288 2,359

(2) 土地
 
 

14,427 13,979 13,979

(3) その他  100 98 97

計 17,079 16,366 △713 16,436

2.無形固定資産 17 83 65 17

3.投資その他の資産

(1) 投資有価証券  7,798 6,524 7,720

(2) 繰延税金資産 232 388 －

(3) その他  973 1,005 1,005

貸倒引当金 △5 △16 △21

計 8,999 7,902 △1,097 8,704

固定資産合計 26,096 42.0 24,351 41.6 △1,744 25,157 36.4

資産合計      62,093 100.0 58,577 100.0 △3,516 69,125 100.0
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前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)
対前中間期比

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３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

1.支払手形  2,811 2,151 3,024

2.工事未払金 18,754 18,143 24,155

3.短期借入金  11,919 11,397 12,193

4.未成工事受入金 8,512 8,929 7,539

5.完成工事補償引当金 120 124 124

6.その他 676 562 2,298

流動負債合計 42,794 68.9 41,308 70.5 △1,486 49,334 71.4

Ⅱ 固定負債

1.長期借入金  6,688 5,291 6,789

2.繰延税金負債 － － 78

3.退職給付引当金 2,675 2,611 2,509

4.役員退職慰労引当金 91 － 106

5.再評価に係る繰延税金
負債

 1,582 1,641 1,641

6.その他 305 360 305

固定負債合計 11,343 18.3 9,905 16.9 △1,437 11,431 16.5

負債合計 54,137 87.2 51,213 87.4 △2,923 60,766 87.9

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1.資本金 1,086 1.8 1,086 1.9 － 1,086 1.6

2.資本剰余金

資本準備金 1,561 1,561 1,561

資本剰余金合計 1,561 2.5 1,561 2.7 － 1,561 2.2

3.利益剰余金

(1) 利益準備金 271 271 271

(2) その他利益剰余金

別途積立金 950 1,050 950

繰越利益剰余金 1,015 972 1,470

利益剰余金合計 2,237 3.6 2,294 3.9 56 2,692 3.9

4.自己株式 △1 △0.0 △1 △0.0 △0 △1 △0.0

株主資本合計 4,883 7.9 4,940 8.5 56 5,338 7.7

Ⅱ 評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差
額金

1,725 2.8 1,111 1.9 △614 1,709 2.5

2.土地再評価差額金 1,346 2.1 1,311 2.2 △34 1,311 1.9

評価・換算差額等合計 3,072 4.9 2,423 4.1 △648 3,021 4.4

純資産合計 7,955 12.8 7,363 12.6 △592 8,359 12.1

負債純資産合計 62,093 100.0 58,577 100.0 △3,516 69,125 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高

1.完成工事高 37,340 30,384 85,191

2.兼業事業売上高 457 37,798 100.0 459 30,843 100.0 △6,954 1,008 86,200 100.0

Ⅱ 売上原価

1.完成工事原価 34,270 28,599 77,683

2.兼業事業売上原価 173 34,443 91.1 196 28,796 93.4 △5,647 498 78,182 90.7

売上総利益

1.完成工事総利益 3,070 1,784 7,507

2.兼業事業総利益 284 3,354 8.9 262 2,047 6.6 △1,306 510 8,018 9.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,469 6.6 2,413 7.8 △56 5,128 5.9

営業利益又は営業損失
（△）

884 2.3 △365 △1.2 △1,250 2,889 3.4

Ⅳ 営業外収益

1.受取利息 6 15 9

2.その他 90 97 0.3 88 103 0.3 5 181 190 0.2

Ⅴ 営業外費用

1.支払利息 119 133 247

2.その他 － 119 0.3 0 133 0.4 14 0 247 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

862 2.3 △396 △1.3 △1,259 2,832 3.3

Ⅵ 特別利益

1.前期損益修正益 9 46 －

2.その他 － 9 0.0 0 47 0.1 37 55 55 0.1

Ⅶ 特別損失

1.固定資産売却等損 0 0 46

2.販売用不動産評価損 346 － 626

3.訴訟費用 6 － 6

4.違約金 － 96 －

5.その他 0 354 0.9 5 102 0.3 △251 54 733 0.9

税引前中間（当期）純利
益又は税引前中間純損失
（△）

518 1.4 △452 △1.5 △971 2,154 2.5

法人税、住民税及び事業
税

26 25 802

過年度法人税、住民税及
び事業税

43 － 84

法人税等調整額 393 462 1.3 △188 △163 △0.6 △626 733 1,620 1.9

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

55 0.1 △289 △0.9 △345 534 0.6
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 850 1,182 2,304 △1 4,950

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）    100 △100 －  －

剰余金の配当（注）     △108 △108  △108

役員賞与（注）     △13 △13  △13

中間純利益     55 55  55

自己株式の取得      － △0 △0

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）
－ － － 100 △166 △66 △0 △66

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 950 1,015 2,237 △1 4,883

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３月31日　残高

 （百万円）
2,271 1,346 3,617 8,568

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）    －

剰余金の配当（注）    △108

役員賞与（注）    △13

中間純利益    55

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）

△545  △545 △545

中間会計期間中の変動額

合計          （百万円）
△545 － △545 △612

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
1,725 1,346 3,072 7,955

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 950 1,470 2,692 △1 5,338

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立    100 △100 －  －

剰余金の配当     △108 △108  △108

中間純損失     △289 △289  △289

自己株式の取得      － △0 △0

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）
－ － － 100 △497 △397 △0 △397

平成19年９月30日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 1,050 972 2,294 △1 4,940

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19年３月31日　残高

 （百万円）
1,709 1,311 3,021 8,359

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △108

中間純損失    △289

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）

△597  △597 △597

中間会計期間中の変動額

合計          （百万円）
△597 － △597 △995

平成19年９月30日　残高

 （百万円）
1,111 1,311 2,423 7,363
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 850 1,182 2,304 △1 4,950

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）    100 △100 －  －

剰余金の配当（注）     △108 △108  △108

役員賞与（注）     △13 △13  △13

当期純利益     534 534  534

土地再評価差額金取崩額     △24 △24  △24

自己株式の取得      － △0 △0

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）
－ － － 100 287 387 △0 387

平成19年３月31日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 950 1,470 2,692 △1 5,338

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３月31日　残高

 （百万円）
2,271 1,346 3,617 8,568

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）    －

剰余金の配当（注）    △108

役員賞与（注）    △13

当期純利益    534

土地再評価差額金取崩額    △24

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△561 △34 △596 △596

事業年度中の変動額合計

 （百万円）
△561 △34 △596 △208

平成19年３月31日　残高

 （百万円）
1,709 1,311 3,021 8,359

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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７．受注実績・売上実績・手持工事高

(1）受注実績

区分

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

建築工事 25,730 64.2 28,697 68.8 11.5 53,145 67.5

土木工事 14,347 35.8 13,028 31.2 △9.2 25,577 32.5

合　　　計 40,078 100.0 41,725 100.0 4.1 78,723 100.0

（２）売上実績

区分

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

建築工事 25,167 66.6 21,603 70.0 △14.2 56,739 65.8

土木工事 12,173 32.2 8,781 28.5 △27.9 28,451 33.0

建設事業計 37,340 98.8 30,384 98.5 △18.6 85,191 98.8

不動産事業計 457 1.2 459 1.5 0.3 1,008 1.2

合　　　計 37,798 100.0 30,843 100.0 △18.4 86,200 100.0

（３）手持工事高

区分

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

建築工事 39,981 61.8 42,918 64.2 7.3 35,824 64.6

土木工事 24,682 38.2 23,881 35.8 △3.2 19,633 35.4

合　　　計 64,664 100.0 66,799 100.0 3.3 55,458 100.0

８.その他
該当事項はありません。
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