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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 7,527 △11.1 △1,127 － △1,083 － △1,076 －

18年９月中間期 8,464 △1.6 △525 － △508 － △911 －

19年３月期 22,464 － △1,597 － △1,548 － △1,999 －

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 △60 70 － －

18年９月中間期 △51 36 － －

19年３月期 △112 72 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －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 21,290 6,060 28.5 341 74

18年９月中間期 24,676 8,274 33.5 466 43

19年３月期 23,610 7,257 30.7 409 18

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,060百万円 18年９月中間期 8,274百万円 19年３月期 7,257百万円

(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 △1,049 △92 △903 1,414

18年９月中間期 △3 △222 △193 2,712

19年３月期 556 △730 503 3,460

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － － 0 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 23,200 3.3 △1,480 － △1,480 － △1,700 － △95 85
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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、17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９月中間期 18,602,244株 18年９月中間期 18,602,244株 19年３月期 18,602,244株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 866,773株 18年９月中間期 862,353株 19年３月期 865,688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、25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 7,463 △11.1 △1,209 － △1,169 － △1,119 －

18年９月中間期 8,395 0.7 △601 － △580 － △943 －

19年３月期 22,130 － △1,694 － △1,649 － △2,071 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △63 10

18年９月中間期 △53 20

19年３月期 △116 77

(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 20,195 5,735 28.4 323 38

18年９月中間期 23,254 8,030 34.5 452 70

19年３月期 22,347 6,974 31.2 393 23

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,735百万円 18年９月中間期 8,030百万円 19年３月期 6,974百万円

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 23,000 3.9 △1,500 － △1,500 － △1,700 － △95 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３～８ページ並びに40～46ページをご覧

ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当社グループを取り巻く市場環境） 

　建設投資の推移は下表のとおり、ここ数年は民間建設投資の回復傾向を背景にほぼ横ばい状況で推移しております

が、ピークであった平成４年度の６割程度の水準となっております。しかしながら、当社グループの主力である公共

投資は引き続き減少しており、平成７年度の35.2兆円をピークに、平成19年度見通しは17兆円、平成20年度は15.6兆

円と、ピーク時の半分以下の水準にまで減少することが予測されております。

　このような市場縮小のなかで、昨年度の公共工事市場は、過度の価格競争から品質確保への懸念や建設産業自体の

疲弊が予期されるなど、受発注者ともに大変厳しい環境となりました。

　国土交通省においては、優良なインフラ整備に向けて、市場競争性を確保するための一般競争入札の拡大、品質確

保のための「価格と技術の総合力の競争（総合評価方式）」への転換など入札制度改革が実施されており、建設市場

は、価格と技術に基づく適正な競争原理の導入から、従来にも増して高度で独自性のある技術力や提案力、技術に基

づいたコスト競争力などが要求される市場環境となってきております。地方自治体等においても同様の方向性にあり

ますが、全発注機関への総合評価方式の導入・拡充にはいま少しの時間がかかるものと思われます。

　公共投資縮小と競争構造の激変から建設産業は更なる再編・淘汰は不可避という厳しい現実に直面しており、各企

業は激変する市場環境や社会情勢の変化に果敢に挑戦し、技術力、施工力、経営力に優れた企業として「経営構造改

革」を推進して行くことが求められております。

 建設投資の推移 (資料：(財)建設経済研究所)
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（「経営再建中期計画」の実施状況） 

　「経営再建中期計画」の数値目標並びに実施状況につきましては、44～46ページに詳細に記載しております。

　土木・建築の営業強化、組織改革、固定費削減、財務リストラなどを進め、計画目標に向かって全社総力を挙げて

努力邁進しており、計画数値は達成できる見通しであります。
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（当中間期の経営成績） 

個別受注高

　　前年同期比49％増の105億８千４百万円となりました。要因としては、建築工事で首都圏の地価高騰や耐震偽装

防止に対する改正建築基準法が本年６月20日に施行されたことなどによりマンション建築の新規着工が遅れてい

ることから、建築工事で前年同期比36.6％減の22億５千４百万円となったものの、国土交通省発注工事を中心に

総合評価入札方式で高い技術評価を獲得していること等から受注高が増加し、土木工事で前年同期比141.6％増の

82億４千３百万円となったことによります。

連結売上高

　　前期に比べて期首の仕掛工事高が減少したことや一部工事の完成時期が下半期以降にずれ込んだこと等により、

前年同期に比べて11.1％減の75億２千７百万円となりました。

連結損益状況

　　販売費及び一般管理費で役員報酬や人件費の見直し等により３億１千万円削減したものの、前期の価格競争が

厳しい中で受注した赤字工事の影響で工事損失引当金を13億９千万円計上したこと等から売上原価率が99.1％と

なり、販売費及び一般管理費を吸収できずに、営業損益、経常損益、最終損益で、各々△11億２千７百万円、△

10億８千３百万円、△10億７千６百万円と前年同期に比べて大きく悪化しました。　

　①　当中間期の連結業績

　売上高 7,527百万円 （前期比　11.1％減） ６期連続の減収

　営業利益 △1,127百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

　経常利益 △1,083百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

　中間純利益 △1,076百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

　②　当中間期の個別業績

　受注高 10,584百万円 （前期比　49.0％増） ８期ぶりの増加

　売上高 7,463百万円 （前期比　11.1％減） ２期ぶりの減収

　営業利益 △1,209百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

　経常利益 △1,169百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

　中間純利益 △1,119百万円 （前期比　　－　　） ４期連続の赤字

（通期の見通し） 

  国土交通省における総合評価方式への入札制度改革や当社の徹底した選別受注の実施により、当期受注高や受注工

事の利益率は回復してきておりますが、前期に受注した赤字工事や低採算性工事の影響が大きく、当期、次期まで損

益に影響を与える状況にあります。

　この様なことから、通期の業績につきましても非常に厳しく、次の通り予想しております。

　①　連結の通期業績予想

　売上高 23,200百万円 （前期比　 3.3％増） ５期ぶりの増収

　営業利益 △1,480百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの３期連続の赤字

　経常利益 △1,480百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの３期連続の赤字

　当期純利益 △1,700百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの４期連続の赤字

　②　当社個別の通期業績予想

　受注高 24,000百万円 （前期比　13.9％増） ６期ぶりの増加

　売上高 23,000百万円 （前期比 　3.9％増） ５期ぶりの増収

　営業利益 △1,500百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの３期連続の赤字

　経常利益 △1,500百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの３期連続の赤字

　当期純利益 △1,700百万円 （前期比　　－　　） 赤字幅は縮小するものの４期連続の赤字

　　※業績の推移につきましては、41～42ページをご覧下さい。
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(2）財政状態に関する分析

（資産、負債及び純資産の状況）

　①資産

　資産の部は、前連結会計年度と比較して23億２千万円減少しました。

　主な要因は、流動資産で、仕掛工事高の増加により未成工事支出金が24億４千万円増加したものの、営業損益の

悪化や売上高の減少、借入金の返済等により現金預金、受取手形・完成工事未収入金が41億２千９百万円減少した

ことにより、流動資産合計で17億７千万円減少しました。また、固定資産で、遊休資産や有価証券の売却などによ

り５億４千７百万円減少したことによります。

　②負債

　負債の部は、前連結会計年度と比較して11億２千３百万円減少しました。

　主な要因は、流動負債で、前期に受注した赤字工事の工事損失引当金が４億円増加、手持工事の増加により未成

工事受入金が17億９千５百万円増加したものの、施工高の減少などにより工事未払金等で17億２千３百万円の減少、

短期借入金８億円返済等により、流動負債合計で８億７千８百万円減少しました。また、固定負債で、長期借入金

１億２百万円の返済等により２億４千５百万円減少したことによります。

　③純資産

　純資産の部は、前連結会計年度と比較して11億９千６百万円減少しました。

　主な要因は、当中間期が10億７千６百万円の連結純損失であったことによります。

（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、税金等調整前中間純損失が10億２

千２百万円（前年同期比86.4％増）と大きく拡大したことや短期借入金を返済したこと等により、前中間連結会計期

間末に比べ12億９千８百万円減少（同47.9％減）し、当中間連結会計期間末には14億１千４百万円となりました。

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

　①営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動によるキャッシュ・フローは10億４千９百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前中間純損

益が、10億２千２百万円の純損失となったことによるものであります。

　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資活動に使用した資金は９千２百万円となりました。これは有形固定資産や投資有価証券の売却による収入で

一部相殺されたものの、１億４千万円の有形固定資産取得によるものであります。

　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　　財務活動に使用した資金は９億３百万円となりました。これは短期借入金９億２百万円を返済したことによるも

のであります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成18年３月期
平成18年９月期

中間期
平成19年３月期 

平成19年９月

中間期

自己資本比率 36.7％ 33.5％ 30.7％ 28.5％

時価ベースの自己資本比率 24.6％ 21.9％ 15.2％ 15.2％

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率
1.02年 －年 2.48年 －年

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
63.2倍 －倍 52.1倍 －倍
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(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、従来から株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、財務体質の強化と

積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を図るとともに、安定配当を行うことを基本方針としております。

　しかしながら、市場環境の大きな変革期のなかで、２期連続の営業赤字、更には当期、次期までは営業赤字の見通

しという厳しい経営環境にあることから、株主の皆様には誠に遺憾ながら、業績の黒字転換を実現するまでは剰余金

の配当は見送らせて頂きたいと考えております。

　本年９月に策定しました「経営再建中期計画」を確実に実行し、平成22年３月期の復配を目指す所存であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業に関し、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、次のとおりであります。

　なお、ここに記載の事項で将来の見通しなどについては、当中間連結会計期間末現在において判断したものであり、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

　①　公共事業の厳しい市場環境の影響について

　当社グループの売上高につきましては、従来からその大半を公共投資に依存しており、その依存度は概ね７割

程度であります。このことから、当社の業績は公共事業の市場環境に大きく影響を受けており、公共投資の長引

く縮小と競争激化が当社の業績悪化の大きな要因となっております。現在、入札制度改革への適切な対応や公共

事業に過度に偏らない事業構造への転換を会社方針として進めておりますが、民間建築投資の動向により公共事

業偏重の状況を脱却できない場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　今後事業拡大を図るＰＣ建築事業は工場設備が必要なこと

　公共投資縮小のなかで事業の安定化を図るためには建築事業の拡大が不可欠であります。当社グループの建築

事業の主力は工場生産の建築部材であることから、工場の生産能力の拡大、生産性の向上など、将来に亘って継

続的な維持・更新、能力増強投資が必要であります。

　現在、民間建設投資は首都圏、中部・関西圏を中心に堅調でありますが、今後の民間建設投資の動向によって

は、工場の稼働率が落ちるなど、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

　③　取引先の信用リスクが増加する可能性について

　公共投資には官公需法があり、これは地元中小の建設業者育成のために優先的に公共事業を発注する制度であ

ります。現在、公共事業のコスト縮減や、効率化、競争原理の導入など様々な点で同法の是非が議論されており

ますが、現状では国の政策で契約目標率も定められており、また各地方自治体の地元振興政策から、これに沿っ

た発注がなされております。

　公共投資が縮小するなかで官公需法が堅持、強化された場合は、当社グループは元請から下請になるケースも

増加することが考えられます。

　信用リスクの無い官公庁に対し、元請となるこれらの地元業者が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及

ぼす可能性があります。

　④　現場での労災事故について

　建設業界は高所作業など危険作業が多く、産業界でも重大事故発生率は最も高い産業であります。当社グルー

プは、当然のことではありますが「安全なくして生産なし」の企業理念の下、「安全と安心」を企業ブランドと

して全社を挙げてゼロ災に取り組んでおります。しかしながら、万一重大事故が発生した場合は社会的影響は大

きく、工事評価点の減点や指名停止など、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤　品質の瑕疵について 

　「安全と安心」を企業ブランドとして掲げ、品質管理、品質確保には全社を挙げて万全を期しておりますが、

万一、品質に大きな欠陥などが発生した場合は、補修や損害賠償の他、工事評価点の減点や指名停止など、業績

に影響を及ぼす可能性があります。

　⑥　資材価格や外注労務単価の高騰について

　様々な要因で資材の購入単価や外注労務単価が高騰した場合、契約条件にある請負金額のスライド条項などが

適用されますが、価格高騰が一定基準以下でスライド条項が適用されない場合は、業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑦　その他

　当社は、国土交通省関東地方整備局及び近畿地方整備局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンクリー

トによる橋梁の新設工事の入札に関し、平成16年10月15日付けで公正取引委員会から、他建設会社22社とともに

独占禁止法に基づく排除勧告を受けました。同排除勧告については、当社ほか全社が不応諾とし、現在審判中で

ありますが、違反との審決が下された場合には、当社グループの業績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
（事業系統図）

 

当       社 

建 設 事 業 部 門 その他の事業部門 

建  設  事  業  部  門 そ の 他 の 事 業 部 門 
関連会社 
㈱ピー・シー・フレーム（持分法非適用会社） 

その他の関係会社 
太平洋セメント㈱ 

子会社 
富士興産㈱（連結子会社） 

再
実
施
権
の
供
与 

損
害
保
険
代
理
業 

資
材
の
販
売 

不
動
産
の
賃
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工
事
施
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機
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販
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販
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・ 

リ
ー
ス 

損
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理
業 

車
両
の
リ
ー
ス 

得     意     先 

（関係会社の状況）  

名称 住所

資本金又は

出資金

（百万円）

主要な事業の内容

議決権の

所有（被所有）割合
関係内容 摘要

所有割合

（％）

被所有割合

（％）

（連結子会社）

富士興産㈱ 福岡県筑紫野市 39

建設資機材の販売・

リース

不動産の賃貸

損害保険代理業

 車両のリース

100.0 － 

当社へ工事用資機材の販

売、賃貸

当社へ不動産・車両の賃

貸

役員の兼任５名

　※1

（その他の関係会社）

太平洋セメント㈱ 東京都中央区 69,499
セメント等の製造・

販売
－

21.1

（0.1）

当社がセメント等を購入

役員の兼任１名
　※2

（注）１　「議決権の所有（被所有）割合」欄の（　）内は間接所有割合で内数であります。

　　　２　※１有価証券報告書または有価証券届出書を提出しておりません。

　　　３　※２有価証券報告書の提出会社であります。

（前期からの重要な変更）

　株式会社富士メンテは、平成19年３月31日付で解散を決議し清算手続中でありましたが、同年９月28日開催の同社清

算第２回株主総会において最終の決算報告書が承認され、清算結了いたしました。
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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、技術の研鑽と創意に努め、「安全と安心」の企業ブランドのもと、社会資本整備をとおして国家

建設に貢献するとともに、コンプライアンス体制とコーポレートガバナンス体制を確立し、企業の繁栄と社会的責任

の調和を実現することを経営の基本方針としております。　

(2）会社が対処すべき課題及び中長期的な経営戦略

　当社グループを取り巻く経営環境は、公共投資縮小による過度の価格競争から落札率が低下するなど、過去にない

大きな競争構造の転換期を迎えております。国土交通省におきましては、我が国基幹インフラの着実な整備の必要性

から長期に亘る公共投資縮小政策の見直しが議論されるとともに、品質確保のための技術力を競争の対象とした総合

評価入札方式の拡大などが実施されており、一部市場環境に明るい兆しも見え始めてはおりますが、全ての公共発注

機関への拡充までにはなお時間を要するものと思われます。

　この様な状況の中で、当社グループは赤字決算となるなど大変厳しい状況下にありますが、本年９月に策定・公表

しました「経営再建中期計画」を確実に実行し、業績の黒字転換を目指して次の経営戦略を推し進めて参ります。

（スローガン）

　　環境に適応できる経営構造への転換

（重点施策）

　　①コンプライアンスを徹底したマネジメント体制の強化

　　②収益基盤の再構築

　　③建築分野での成長　

（損益計画）

　　①平成22年３月期に営業利益３億円、経常利益2.3億円、最終利益1.5億円と業績の黒字転換を実現する。

　　②土木130億円、建築100億円の230億円の事業量を確保し、土木：建築の比率は６：４程度とする。

（受注方針）

  　①土木事業

　　　ＰＣ技術力の強化に努め、当社グループが利益を創出できる顧客、工事規模、工種を選別した受注活動を行　

　　う。

  　②建築事業

　　ＰＣ技術を駆使した付加価値の高い商品に集中するとともに、超高層マンションから一般マンションまで営業

　　領域を拡大する。独自工法を持つ耐震補強事業（パラレル構法、ユニットフレーム構法）の拡大を行う。

　　※上記の「経営再建中期計画」は、平成19年９月21日にリリースしており、当該資料は次のＵＲＬからご覧い

ただけます。（当社ホームページ）http://www.fujips.co.jp　「投資家情報　最近のニュースリリース」

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、従来から経常利益率、自己資本利益率を目標経営指標として掲げておりましたが、近年の建設業

界を取り巻く経営環境の激変により、先行きが判断しがたい不透明な状況が続いていることから、まずは１年も早い

営業損益の黒字化を目指してまいります。

　「経営再建中期計画」においては３年後の平成22年３月期の黒字化達成を目標としており、これに向けて全力を傾

注する所存であります。

（参考：経営指標の推移）  

決算期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成20年３月期

（予想）

経常利益率 4.8％ 1.4％ △1.0％ △6.9％ △6.4％ 

自己資本利益率 7.0％ △12.7％ △11.6％ △24.1％ △26.8％ 

※経営改革の実施により、平成16年３月期までは各指標は順調に向上しておりましたが、平成17年３月期以降、公共

投資縮小による受注高の減少や競争激化による工事利益率の低下などにより、経営指標が大きく低下しております。
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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）

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金預金   2,712,554   1,414,002   3,460,018  

受取手形・完成工事
未収入金等

 ※2  6,066,752   3,581,441   5,665,132  

未成工事支出金   6,319,287   7,172,086   4,731,120  

その他たな卸資産   77,776   101,955   112,687  

未収入金   －   1,240,712   －  

その他   1,193,678   115,859   1,430,246  

貸倒引当金   △2,369   △1,786   △1,888  

流動資産合計   16,367,679 66.3  13,624,271 64.0  15,397,317 65.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1          

建物・構築物  2,246,335   2,134,109   2,194,422   

機械・運搬具・工
具器具備品

 1,459,876   1,312,634   1,427,005   

土地  3,151,312   3,062,736   3,151,312   

建設仮勘定  1,244 6,858,769  － 6,509,481  － 6,772,740  

２　無形固定資産   218,075   161,319   190,247  

３　投資その他の資産           

投資有価証券  896,519   690,051   931,339   

その他  347,802   317,883   331,310   

貸倒引当金  △12,180 1,232,142  △12,386 995,549  △12,180 1,250,469  

固定資産合計   8,308,987 33.7  7,666,350 36.0  8,213,457 34.8

資産合計   24,676,667 100.0  21,290,621 100.0  23,610,775 100.0
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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）

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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

支払手形・工事未払
金等

※2  7,583,685   6,410,097   8,133,469  

短期借入金   205,794   205,794   1,005,794  

未払法人税等   91,270   60,859   94,480  

未成工事受入金   4,953,819   4,594,045   2,798,359  

完成工事補償引当金   20,390   21,986   20,438  

工事損失引当金   271,010   1,390,441   989,808  

その他   913,565   684,919   1,204,339  

流動負債合計   14,039,536 56.9  13,368,142 62.8  14,246,688 60.4

Ⅱ　固定負債           

長期借入金   474,595   268,801   371,698  

繰延税金負債   152,089   49,849   117,660  

退職給付引当金   1,433,799   1,246,791   1,306,301  

負ののれん   66,742   50,012   58,377  

その他   235,412   246,170   252,676  

固定負債合計   2,362,638 9.6  1,861,624 8.7  2,106,714 8.9

負債合計   16,402,174 66.5  15,229,766 71.5  16,353,402 69.3

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   2,379,273 9.6  2,379,273 11.2  2,379,273 10.1

２　資本剰余金   2,224,487 9.0  2,224,487 10.5  2,224,487 9.4

 ３　利益剰余金   3,778,069 15.3  1,613,228 7.6  2,689,752 11.4

４　自己株式   △331,773 △1.3  △332,829 △1.6  △332,609 △1.4

株主資本合計   8,050,057 32.6  5,884,160 27.7  6,960,904 29.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

 　その他有価証券評価
　　差額金

  224,435 0.9  176,694 0.8  296,468 1.2

評価・換算差額等合計   224,435 0.9  176,694 0.8  296,468 1.2

純資産合計   8,274,492 33.5  6,060,854 28.5  7,257,372 30.7

負債純資産合計   24,676,667 100.0  21,290,621 100.0  23,610,775 100.0
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,464,874 100.0  7,527,898 100.0  22,464,642 100.0

Ⅱ　売上原価   7,481,477 88.4  7,456,618 99.1  21,236,366 94.5

売上総利益   983,397 11.6  71,279 0.9  1,228,275 5.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  1,508,498 17.8  1,198,452 15.9  2,825,635 12.6

営業損失   525,100 6.2  1,127,172 15.0  1,597,359 7.1

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  545   1,142   641   

受取配当金  5,555   6,681   8,235   

販売手数料  －   11,379   11,762   

鉄屑売却益  3,942   12,595   24,499   

負ののれん償却額  8,365   8,365   16,730   

その他  14,297 32,705 0.4 17,360 57,524 0.8 15,549 77,418 0.3

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  5,083   3,453   10,671   

支払保証料  10,347   9,471   16,071   

その他  452 15,883 0.2 826 13,750 0.2 1,934 28,677 0.1

経常損失   508,278 6.0  1,083,398 14.4  1,548,619 6.9

Ⅵ　特別利益           

      投資有価証券等売
　　　却益　　　　　　　
　

※２ －   58,143   －   

固定資産売却益 ※３ 19,748   65,219   26,831   

貸倒引当金戻入額  12,271 32,019 0.4 － 123,362 1.6 12,752 39,583 0.2

Ⅶ　特別損失           

固定資産除却損  146   1,796   22,162   

特別退職金等 ※４ 72,493   60,285   73,840   

その他  － 72,640 0.9 788 62,870 0.8 5,299 101,302 0.5

税金等調整前中間
（当期）純損失

  548,899 6.5  1,022,906 13.6  1,610,338 7.2

法人税、住民税及
び事業税

 82,937   56,401   93,331   

法人税等調整額  279,436 362,373 4.3 △2,783 53,617 0.7 295,920 389,251 1.7

中間（当期）純損
失

  911,272 10.8  1,076,523 14.3  1,999,589 8.9
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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４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本
評価・換算差

額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 4,778,058 △330,394 9,051,425 275,429

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △88,715  △88,715  

中間純損失   △911,272  △911,272  

自己株式の取得    △1,417 △1,417  

自己株式の処分  △0 △0 37 36  

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）
     △50,994

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
－ △0 △999,988 △1,379 △1,001,368 △50,994

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 3,778,069 △331,773 8,050,057 224,435

 （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。

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
評価・換算差

額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 2,689,752 △332,609 6,960,904 296,468

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △1,076,523  △1,076,523  

自己株式の取得    △220 △220  

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）
     △119,773

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
－ － △1,076,523 △220 △1,076,744 △119,773

平成19年９月30日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 1,613,228 △332,829 5,884,160 176,694
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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 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券評

価差額金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 4,778,058 △330,394 9,051,425 275,429

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注）   △88,715  △88,715  

当期純損失   △1,999,589  △1,999,589  

自己株式の取得    △2,253 △2,253  

自己株式の処分  △0 △0 37 36  

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
     21,038

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
－ △0 △2,088,305 △2,215 △2,090,520 21,038

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
2,379,273 2,224,487 2,689,752 △332,609 6,960,904 296,468

 （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）

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△）

 △548,899 △1,022,906 △1,610,338

減価償却費  284,204 285,368 631,551

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △12,271 103 △12,752

退職給付引当金の増
減額（△は減少）

 △33,757 △59,509 △161,255

完成工事補償引当金
の増減額（△は減
少）

 △5,894 1,547 △5,847

工事損失引当金の増
減額（△は減少） 

 271,010 400,633 989,808

役員退職慰労引当金
の増減額（△は減
少）

 △152,403 － △152,403

受取利息及び受取配
当金

 △6,100 △7,824 △8,876

支払利息  5,083 3,453 10,671

固定資産売却益  － △65,219 △26,831

売上債権の増減額
（△は増加）

 3,158,091 2,083,690 3,559,711

未成工事支出金の増
減額（△は増加）

 △2,930,998 △2,440,965 △1,342,830

仕入債務の増減額
（△は減少）

 △1,359,381 △1,699,626 △663,050

未成工事受入金の増
減額（△は減少）

 1,704,605 1,795,686 △450,855

預り金の増減額（△
は減少）

 △22,203 △466,437 295,685

その他  △301,798 228,858 △434,201

小計  49,286 △963,149 618,183

利息及び配当金の受
取額

 6,100 7,824 8,876

利息の支払額  △5,073 △3,647 △10,720

法人税等の支払額  △53,557 △90,669 △60,208

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,244 △1,049,640 556,130
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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）

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

 △236,701 △140,976 △743,390

有形固定資産の売却
による収入

 － 5,340 26,988

投資有価証券の取得
による支出

 △596 △1,216 －

投資有価証券の売却
による収入

 － 45,448 －

その他  14,547 △1,410 △14,445

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △222,750 △92,813 △730,847

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収
入

 1,000,000 － 1,900,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △1,000,000 △800,000 △1,100,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △102,897 △102,897 △205,794

自己株式の取得によ
る支出

 △1,417 △220 －

配当金の支払額  △88,731 △443 △88,813

その他  37 － △2,215

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △193,008 △903,560 503,176

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

 △419,003 △2,046,015 328,460

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,131,558 3,460,018 3,131,558

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 2,712,554 1,414,002 3,460,018
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

――――――― 　当社グループは、長期に亘る公共投

資の縮小と市場競争の激化により売上

高が前連結会計年度まで４期連続で減

少し、営業損益につきましても多額の

損失を計上しております。当中間連結

会計期間においても、前連結会計年度

に受注した赤字工事や低採算工事の影

響により営業損益は引き続き多額の損

失を計上する結果となっており、継続

企業の前提に重要な疑義が存在してお

ります。

　当社グループはこの状況を打開すべ

く、平成19年３月30日開催の取締役会

において収益改善計画を策定しており

ましたが、本年６月26日からスタート

した新経営体制の下で、同計画の目標

を迅速かつ確実に達成するためのより

具体化された「経営再建中期計画」（平

成20年３月期～平成22年３月期）を本

年9月に策定しました。この計画を確実

に実行し、営業損益の黒字化と営業

キャッシュフローの改善を図り、将来

の成長に向けた経営体制構築を目指し

てまいります。

　「経営再建中期計画」の主な内容は、

次のとおりであります。

（目　標）

　市場環境に適応できる経営構造への

転換を図り、早期の業績回復と安定的

に収益が確保できる経営体制を構築す

る。

（重点施策）

１．選別受注の徹底と技術力強化で利

益率の高い工事を受注する。

２．建築事業を拡大し、建築受注100億

円を達成する。

３．施工・生産技術の改良・開発を進

め、生産能力の拡大とコストダウンを

実現する。

４．固定費削減と財務リストラを推進

し、効率的な経営体制を構築する。

５．市場環境に最適な「選択と集中」

を進め、高付加価値企業を実現する。

　この計画を確実に実行することによ

り、短期的には収支の改善、中長期的

には営業基盤の確立に邁進することで、

継続企業の前提に関する重要な疑義を

解消できるものと判断しております。

　したがって、中間連結財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間連

結財務諸表には反映しておりません。

　当社グループは、公共投資の減少に

より売上高が前連結会計年度まで３期

連続で減少し、また前連結会計年度は

上場後初の営業赤字に転落いたしまし

た。当連結会計年度もこの流れは変わ

らず重要な営業損失を計上し、継続企

業の前提に重要な疑義が存在しており

ます。

　当社グループはこの状況を打開すべ

く、平成19年３月30日開催の取締役会

において収益改善計画（平成20年３月

期～平成22年３月期）を策定いたしま

した。今後はこの計画に沿って、土木

事業から建築事業へのシフトを推進し、

安定的に利益を計上できる企業体質へ

の転換に努めてまいります。

　収益改善計画の主な内容は、次のと

おりであります。

１．経営陣の刷新をはかり、新体制下

で経営の合理化を推進する。

２．土木事業・建築事業の市場環境に

即した営業体制を構築し、選別受注に

よる受注単価の向上を図る。

３．施工技術の改良、生産体制の見直

しによる生産性及び生産能力の向上を

図り、また人件費を含む間接費を見直

して徹底した総コストの削減を行う。

４．耐震補強工法の営業強化や環境関

連新商品の開発により売上増を図る。

　以上の４項目を確実に実行すること

で営業利益の黒字化と営業キャッシュ

フローの改善を図ります。

　また、工場跡地などの遊休資産、有

価証券等の売却を始め、収益改善計画

の達成状況を踏まえながら財務リスト

ラの一環として本社ビル・大阪大東工

場・各工場等資産売却を進めていく所

存であります。

　新経営陣において短期的には収支の

改善、中長期的には営業基盤の確立に・

邁進することで、継続企業の前提に関

する重要な疑義を解消できるものと判

断しております。

　したがって、連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。
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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　連結の範囲に関する事項 　子会社２社を連結しております。

連結子会社名

㈱富士メンテ

富士興産㈱

同左 同左 

―――――――  なお、株式会社富士メンテは、平

成19年３月31日付で解散し、平成19

年９月28日付で清算結了したため、

連結の範囲から除いております。 

　なお、株式会社富士メンテは、平

成19年３月31日付で解散いたしまし

た。

２　持分法の適用に関する事

項

　関連会社１社は、中間純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であるため、持分

法の適用から除外しております。

同左 　関連会社１社は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であるため、持分法の

適用から除外しております。

持分法非適用の関連会社名

㈱ピー・シー・フレーム

 

 

持分法非適用の関連会社名

  ㈱ピー・シー・フレーム

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日の末日は、

中間連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

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

   

①　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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

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

②　たな卸資産 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

その他たな卸資産

移動平均法による原価法

その他たな卸資産

同左

その他たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産…定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

建物・構築物 ７～50年

機械・運搬具・

工具器具備品
２～12年

  

  

  

 (会計方針の変更）

　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、当中間連結会計期間から、平成

19年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）以外のもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　これに伴い、前中間連結会計期間

と同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益、営業利益及び経常利益

は、それぞれ4,036千円減少してお

ります。 

 

無形固定資産…定額法

 

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用…定額法

 

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左
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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）

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）

(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債権の回収可能

性を勘案して回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

   

完成工事補償引当金

　完成工事等にかかる瑕疵担保等責

任に備えるため、過去の実績に基づ

く将来の補償見込額を計上しており

ます。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

同左

   

工事損失引当金

  受注工事に係わる将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期間末手

持工事のうち、将来の損失発生が見

込まれ、かつ、その金額を合理的に

見積もることが可能な工事について、

損失見込相当額を個別に見積もり、

同額を引当計上しております。

（追加情報）

  中間連結会計期間末手持工事に

係る将来の損失見込額については、

従来「未成工事支出金」から控除

しておりましたが、金額的重要性

が増したため、当中間連結会計期

間より「工事損失引当金」として

計上することといたしました。こ

れによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、前中間連結会計期間末の「工

事損失引当金」に相当する金額は

47,948千円であります。

工事損失引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

―――――――

工事損失引当金

  受注工事に係わる将来の損失に備

えるため、当連結会計期間末手持工

事のうち、将来の損失発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積

もることが可能な工事について、損

失見込相当額を個別に見積もり、同

額を引当計上しております。

（追加情報）

  連結会計年度末手持工事に係る

将来の損失見込額については、従

来「未成工事支出金」から控除し

ておりましたが、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より

「工事損失引当金」として計上す

ることといたしました。これによ

る損益に与える影響はありませ

ん。

なお、前連結会計年度末の「工事

損失引当金」に相当する金額は

73,693千円であります。

   

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。

　数理計算上の差異については、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（12年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理しております。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

　数理計算上の差異については、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（12年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理しております。
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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）

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）

役員退職慰労引当金

――――――― 

 ―――――――

 

役員退職慰労引当金

――――――― 

　（追加情報）

  平成18年６月27日開催の定時株主

総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、在任役員について

は、定時株主総会終結時の要支給額

を退任時に支給することを決議して

おります。これに伴い、役員退職金

要支給額74,880千円については固定

負債の「その他」に計上しておりま

す。

 　（追加情報）

  平成18年６月27日開催の定時株主

総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、在任役員について

は、定時株主総会終結時の要支給額

を退任時に支給することを決議して

おります。これに伴い、役員退職金

要支給額74,880千円については固定

負債の「その他」に計上しておりま

す。　

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

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、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ請負金額５億円以上の長

期大型工事については、工事進行基

準を適用しております。

　なお、工事進行基準による当中間

連結会計期間の完成工事高は

3,051,831千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ請負金額５億円以上の長

期大型工事については、工事進行基

準を適用しております。

　なお、工事進行基準による当中間

連結会計期間の完成工事高は 

2,452,259千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ請負金額５億円以上の長

期大型工事については、工事進行基

準を適用しております。

　なお、工事進行基準による当連結

会計年度の完成工事高は5,944,916

千円であります。

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お

ります。

同左 同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限が到来する短期投資であり

ます。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成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8,274,492千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

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7,257,372千円であります。

　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。

表示方法の変更

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）

（中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました流動

資産及び投資その他の資産の「繰延税金資産」（当中間

連結会計期間　流動資産25,314千円、投資その他の資産

20,553千円）は、重要性が低下したため、当中間連結会

計期間より流動資産「その他」、投資その他の資産「そ

の他」に含めて表示することに変更しております。

２．前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負の

のれん」と表示しております。

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「鉄屑売却益」（前中

間連結会計期間3,882千円）は営業外収益の100分の10を

超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。

２．前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。

（中間連結貸借対照表）

1.前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりました「未収入金」（前中間連結会

計期間780,877千円）は、資産総額の100分の５を超えた

ため、区分掲記しております。 

 

 

 

―――――――

 

（中間連結損益計算書）

1.前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」 に含めて表示しておりました「販売手数料」（前

中間連結会計期間5,214千円）は営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当中間連結会計年度より区分掲記

しております。

―――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
      7,865,032千円 　　　8,096,103千円               7,939,485千円

※２　中間連結会計期間末日

及び連結会計年度末日

満期手形の会計処理

　中間連結会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間の末日

が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の満期手形

が、中間連結会計期間末日の残高に

含まれております。

　受取手形       118,091千円

　支払手形        10,719

　中間連結会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間の末日

が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の満期手形

が、中間連結会計期間末日の残高に

含まれております。

　受取手形   　 111,359千円

　支払手形       48,803 

　連結会計年度末日の満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日であったため、次の連

結会計年度末日の満期手形が、連結

会計年度末日の残高に含まれており

ます。

　受取手形       240,095千円

　支払手形        11,665 

（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　販売費及び一般管理費

の主要な費目と金額

従業員給料手当   764,661千円

退職給付引当金繰

入額
    36,755

        

従業員給料手当  624,045千円

退職給付引当金繰

入額
    32,625

        

従業員給料手当 1,483,353千円

退職給付引当金

繰入額
  73,423

       

※２　投資有価証券等売却益

の主な内訳

―――――――   投資有価証券等売却益の内容は、

投資有価証券の売却及び会員権の売

却によるものです。

―――――――

※３　固定資産売却益の主な

内訳

  固定資産売却益の内容は、主に土

地の売却によるものであります。

 同左  同左

※４　特別退職金等   特別退職金等は、早期退職者に対

する割増退職金等であります。

  同左  同左

　５　売上高の季節的変動 　当社連結グループの売上高は、通

常の営業の形態として、連結会計年

度の上半期売上高と下半期売上高と

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 ―――――――

株式会社　富士ピー・エス（1848）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 21 －



（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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 18,602 － － 18,602

自己株式

普通株式　 859 3 0 862

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　 　２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 　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

 （千円）

１株当たり
配当額

 （円）
基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
 普通株式 88,715 5  平成18年３月31日  平成18年６月27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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 18,602 － － 18,602

自己株式

普通株式　 865 1 － 866

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 18,602 － － 18,602

自己株式

普通株式　 859 6 0 865

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　 　２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 　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

 （千円）

１株当たり
配当額

 （円）
基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
 普通株式 88,715 5  平成18年３月31日  平成18年６月27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（期末）残高

と中間連結貸借対照表

（連結貸借対照表）に

掲記されている科目の

金額との関係

現金預金勘定 2,712,554千円

現金及び現金同等

物
2,712,554

現金預金勘定　 1,414,002千円

現金及び現金同等

物
 1,414,002

現金預金勘定 3,460,018千円

現金及び現金同等

物
3,460,018

（リース取引関係）

 
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）

　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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器
具備品

62,409 50,588 11,820

その他 17,946 15,385 2,561

合計 80,355 65,974 14,381

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器
具備品

39,307 32,990 6,317

その他 22,206 11,454 10,752

合計 61,514 44,444 17,069

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

工具器
具備品

39,469 29,984 9,485

その他 20,749 19,030 1,718

合計 60,219 49,015 11,203

２　未経過リース料中間期末残高相

当額等

　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

当額等

　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

等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,263千円

１年超 14,100

計 25,364

１年内 8,002千円

１年超 16,422

計 24,425

１年内  7,473千円

１年超 10,648

計 18,122

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      9,713千円

減価償却費相当

額

5,782

支払利息相当額 259

支払リース料     4,847千円

減価償却費相当

額

4,291

支払利息相当額 230

支払リース料    15,840千円

減価償却費相当

額

13,849

支払利息相当額 429

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10％として定率法により

計算した額に、10／９を乗じる方

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

　リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について）

同左

(減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

１　時価のある有価証券

 （単位：千円）

区分
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日現在）
当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日現在）
前連結会計年度末

（平成19年３月31日現在）

その他有価証券 取得原価

中間連結

貸借対照

表計上額

差額 取得原価

中間連結

貸借対照

表計上額

差額 取得原価

連結貸借

対照表計

上額

差額

１．株式 392,017 768,589 376,571 352,302 578,909 226,607 393,219 807,408 414,189

２．債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

３．その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 392,017 768,589 376,571 352,302 578,909 226,607 393,219 807,408 414,189

２　時価評価されていない主な有価証券

 （単位：千円）

区分
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日現在)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日現在)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上

額

中間連結貸借対照表計上

額
連結貸借対照表計上額

非上場株式 121,930 105,142 117,930

合計 121,930 105,142 117,930

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、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のいずれにおいてもデリバティ

ブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは、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のいずれにおいても全セグメ

ントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める建設事業の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当社グループは、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のいずれにおいても在外連結

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

　当社グループは、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のいずれにおいても海外売上

高はないため、該当事項はありません。

（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      466.43円      341.74円  409.18円

１株当たり中間（当期）純

損失
51.36円 60.70円      112.72円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、１株当たり中間純損失

であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載して

おりません。

　同左 　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失

であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載して

おりません。

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

 
前中間連結会計期間

（自　平成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）

中間（当期）純損失（千

円）
911,272 1,076,523 1,999,589

普通株主に帰属しない金額

（千円）
 ――   ―― ――

普通株式に係る中間（当

期）純損失（千円）
911,272 1,076,523 1,999,589

普通株式の期中平均株式数

（千株）
17,741 17,736 17,740
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（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。 　当社グループは、本年11月16日開催

の取締役会におきまして、常磐興産ピー

シー株式会社の「いわき工場」取得と、

同工場の運営子会社である「常磐ピー

シー株式会社」の設立を決議いたしま

した。

　本年９月に策定した「経営再建中期

計画」において「建築事業の拡大」を

重点施策の一つとして掲げており、目

標達成のためには、首都圏向けの中高

層マンション用ＦＲ板の工場生産能力

拡大が大きな課題でありましたが、同

月に、常磐興産株式会社が、建設事業

の経営環境の変化などにより同社の連

結子会社である常磐興産ピーシー株式

会社を解散するする方針を表明したこ

とから、当社グループが常磐興産ピー

シー株式会社の「いわき工場」を取得

することとしたものであります。

　また、同工場の運営子会社設立につ

きましては、常磐興産ピーシー株式会

社の工場オペレーターなどを雇用する

計画であり、福島県常磐地区に密着し

た企業活動を展開するため、「いわき

工場」を生産子会社化するものであり

ます。

該当事項はありません。
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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９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金預金  2,457,291   1,279,330   3,210,509   

受取手形  ※3 1,460,241   1,005,368   1,619,033   

完成工事未収入金  4,562,912   2,563,838   3,982,857   

未成工事支出金  6,319,699   7,197,240   4,740,012   

その他たな卸資産  76,459   99,972   111,330   

関係会社短期貸付
金 

 20,000   －   －   

未収入金  －   1,239,728   1,238,262   

その他 ※4 1,149,265   107,820   256,186   

貸倒引当金  △2,007   △1,695   △1,834   

流動資産合計   16,043,861 69.0  13,491,604 66.8  15,156,356 67.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1          

建物  1,236,275   1,163,096   1,205,255   

機械装置  1,093,466   1,047,145   1,121,589   

土地  2,454,509   2,365,933   2,454,509   

その他  474,151   384,146   427,725   

有形固定資産合計  5,258,402   4,960,322   5,209,079   

２　無形固定資産  216,065   159,986   188,908   

３　投資その他の資産           

    投資有価証券  884,720   684,213   919,508   

子会社貸付金  －   －   555,000   

その他  913,576   911,510   405,951   

貸倒引当金  △62,180   △12,386   △87,180   

投資その他の資産合
計

 1,736,117   1,583,338   1,793,279   

固定資産合計   7,210,585 31.0  6,703,647 33.2  7,191,266 32.2

資産合計   23,254,446 100.0  20,195,251 100.0  22,347,623 100.0
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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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

支払手形 ※３ 1,303,278   3,286,687   1,467,402   

工事未払金  6,122,323   3,019,175   6,544,304   

短期借入金  －   －   800,000   

未払法人税等  27,811   25,184   48,646   

未成工事受入金  4,868,839   4,594,045   2,798,359   

完成工事補償引当金  20,380   21,986   20,438   

工事損失引当金  267,005   1,390,441   989,808   

その他  881,931   652,911   1,114,081   

流動負債合計   13,491,570 58.0  12,990,430 64.3  13,783,039 61.7

Ⅱ　固定負債           

 　　 繰延税金負債  152,089   49,849   117,660   

退職給付引当金  1,405,381   1,231,539   1,282,395   

その他  174,504   188,134   190,002   

固定負債合計   1,731,975 7.5  1,469,524 7.3  1,590,058 7.1

負債合計   15,223,546 65.5  14,459,954 71.6  15,373,098 68.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   2,379,273 10.2  2,379,273 11.8  2,379,273 10.6

２　資本剰余金           

 　　 資本準備金  2,224,487   2,224,487   2,224,487   

 資本剰余金合計   2,224,487 9.6  2,224,487 11.0  2,224,487 10.0

 ３　利益剰余金           

 　（1）利益準備金  301,340   301,340   301,340   

 　（2）その他利益剰余金           

特別償却準備金  4,821   －   4,821   

別途積立金  3,721,000   1,721,000   3,721,000   

繰越利益剰余金  △492,618   △734,580   △1,620,171   

利益剰余金合計   3,534,543 15.2  1,287,759 6.4  2,406,990 10.8

４　自己株式   △331,773 △1.4  △332,829 △1.7  △332,609 △1.5

株主資本合計   7,806,531 33.6  5,558,691 27.5  6,678,142 29.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

  　その他有価証券
    評価差額金

  224,369 0.9  176,605 0.9  296,383 1.3

評価・換算差額等合計   224,369 0.9  176,605 0.9  296,383 1.3

純資産合計   8,030,900 34.5  5,735,296 28.4  6,974,525 31.2

負債純資産合計   23,254,446 100.0  20,195,251 100.0  22,347,623 100.0
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,395,879 100.0  7,463,229 100.0  22,130,025 100.0

Ⅱ　売上原価   7,498,221 89.3  7,460,125 100.0  21,019,369 95.0

売上総利益   897,658 10.7  3,103 0.0  1,110,656 5.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,499,085 17.9  1,212,854 16.2  2,805,389 12.7

営業損失   601,426 7.2  1,209,750 16.2  1,694,733 7.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  31,349 0.4  48,030 0.6  65,080 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※2  10,892 0.1  7,688 0.1  19,559 0.1

経常損失   580,969 6.9  1,169,408 15.7  1,649,212 7.5

Ⅵ　特別利益   29,177 0.4  133,844 1.8  37,038 0.2

Ⅶ　特別損失   72,640 0.9  62,870 0.8  118,827 0.5

税引前中間（当
期）純損失

  624,431 7.4  1,098,434 14.7  1,731,001 7.8

法人税、住民税及
び事業税

 19,477   20,796   43,449   

法人税等調整額  300,000 319,477 3.8 － 20,796 0.3 297,012 340,461 1.6

中間（当期）純損
失

  943,909 11.2  1,119,230 15.0  2,071,462 9.4
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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
評価・換算
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差

額金資本準備金
その他資
本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 0 301,340 13,428 4,721,000 △468,600 △330,394 8,840,536 275,277

中間会計期間中の

変動額

特別償却準備金の

取崩（注）
    △8,607  8,607  －  

別途積立金の取崩

（注）
     △1,000,000 1,000,000  －  

剰余金の配当（注）       △88,715  △88,715  

中間純損失       △943,909  △943,909  

自己株式の取得        △1,417 △1,417  

自己株式の処分   △0    △0 37 36  

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

         △50,908

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
－ － △0 － △8,607 △1,000,000 △24,018 △1,379 △1,034,005 △50,908

平成18年９月30日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 － 301,340 4,821 3,721,000 △492,618 △331,773 7,806,531 224,369

 （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。

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
評価・換算
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差

額金
資本
準備金

その他資
本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 － 301,340 4,821 3,721,000 △1,620,171 △332,609 6,678,142 296,383

中間会計期間中の

変動額

特別償却準備金の

取崩（注）
    △4,821  4,821  －  

別途積立金の取崩

（注）
     △2,000,000 2,000,000  －  

中間純損失       △1,119,230  △1,119,230  

自己株式の取得        △220 △220  

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

        － △119,777

中間会計期間中の変動

額合計（千円）
－ － － － △4,821 △2,000,000 885,590 △220 △1,119,450 △119,777

平成19年９月30日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 － 301,340 － 1,721,000 △734,580 △332,829 5,558,691 176,605
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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４月１日　至平成19年３月31日）　　　　　

株主資本
評価・換算
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価
証券評価差

額金資本準備金
その他資
本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 0 301,340 13,428 4,721,000 △468,600 △330,394 8,840,536 275,277

事業年度中の変動額

特別償却準備金の

取崩（注）
    △8,607  8,607  －  

別途積立金の取崩

（注）
     △1,000,000 1,000,000  －  

剰余金の配当（注）       △88,715  △88,715  

当期純損失       △2,071,462  △2,071,462  

自己株式の取得        △2,253 △2,253  

自己株式の処分   △0    △0 37 36  

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）

         21,105

事業年度中の変動額合

計（千円）
－ － △0 － △8,607 △1,000,000 △1,151,571 △2,215 △2,162,394 21,105

平成19年３月31日

残高（千円）
2,379,273 2,224,487 － 301,340 4,821 3,721,000 △1,620,171 △332,609 6,678,142 296,383

 （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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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――――― 　当社は、長期に亘る公共投資の縮小

と市場競争の激化により売上高が前事

業年度まで４期連続で減少し、営業損

益につきましても多額の損失を計上し

ております。当中間会計期間において

も、受注高は増加しているものの、前

事業年度に受注した赤字工事や低採算

工事の影響により営業損益は引き続き

多額の損失を計上する結果となってお

り、継続企業の前提に重要な疑義が存

在しております。

　当社はこの状況を打開すべく、平成

19年３月30日開催の取締役会において

収益改善計画を策定しておりましたが、

本年６月26日からスタートした新経営

体制の下で、同計画の目標を迅速かつ

確実に達成するためのより具体化され

た「経営再建中期計画」（平成20年３

月期～平成22年３月期）を本年9月に策

定しました。この計画を確実に実行し、

営業損益の黒字化と営業キャッシュフ

ローの改善を図り、将来の成長に向け

た経営体制構築を目指してまいりま

す。

　「経営再建中期計画」の主な内容は、

次のとおりであります。

（目　標）

　市場環境に適応できる経営構造への

転換を図り、早期の業績回復と安定的

に収益が確保できる経営体制を構築す

る。

（重点施策）

１．選別受注の徹底と技術力強化で利

益率の高い工事を受注する。

２．建築事業を拡大し、建築受注100億

円を達成する。

３．施工・生産技術の改良・開発を進

め、生産能力の拡大とコストダウンを

実現する。

４．固定費削減と財務リストラを推進

し、効率的な経営体制を構築する。

５．市場環境に最適な「選択と集中」

を進め、高付加価値企業を実現する。

　この計画を確実に実行することによ

り、短期的には収支の改善、中長期的

には営業基盤の確立に邁進することで、

継続企業の前提に関する重要な疑義を

解消できるものと判断しております。

　したがって、中間財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を中間財務諸

表には反映しておりません。

　当社は、公共投資の減少により売上

高が前事業年度まで３期連続で減少し、

また前事業年度は上場後初の営業赤字

に転落いたしました。当事業年度もこ

の流れは変わらず重要な営業損失を計

上し、継続企業の前提に重要な疑義が

存在しております。

　当社はこの状況を打開すべく、平成

19年３月30日開催の取締役会において

収益改善計画（平成20年３月期～平成

22年３月期）を策定いたしました。今

後はこの計画に沿って、土木事業から

建築事業へのシフトを推進し、安定的

に利益を計上できる企業体質への転換

に努めてまいります。

　収益改善計画の主な内容は、次のと

おりであります。

１．経営陣の刷新をはかり、新体制下

で経営の合理化を推進する。

２．土木事業・建築事業の市場環境に

即した営業体制を構築し、選別受注に

よる受注単価の向上を図る。

３．施工技術の改良、生産体制の見直

しによる生産性及び生産能力の向上を

図り、また人件費を含む間接費を見直

して徹底した総コストの削減を行う。

４．耐震補強工法の営業強化や環境関

連新商品の開発により売上増を図る。

　以上の４項目を確実に実行すること

で営業利益の黒字化と営業キャッシュ

フローの改善を図ります。

　また、工場跡地などの遊休資産、有

価証券等の売却を始め、収益改善計画

の達成状況を踏まえながら財務リスト

ラの一環として本社ビル・大阪大東工

場・各工場等資産売却を進めていく所

存であります。

　新経営陣において短期的には収支の

改善、中長期的には営業基盤の確立に

邁進することで、継続企業の前提に関

する重要な疑義を解消できるものと判

断しております。

　したがって、財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

   

(1）有価証券 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

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

(2）たな卸資産 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

その他たな卸資産

移動平均法による原価法

その他たな卸資産

同左

その他たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産…定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

建物、構築物 ７～50年

機械装置、車両

運搬具、工具器

具備品

２～12年

  

  

  

 （会計方針の変更）

　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、当中間会計期間から、平成19年

４月1日以降に取得した建物（建物

付属設備は除く）以外のものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。これに伴い、

前中間会計期間と同一の方法によっ

た場合と比べ、売上総利益、営業利

益及び経常利益は、それぞれ3,566

千円減少しております。

 

無形固定資産…定額法

 

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用…定額法

 

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左

３　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債権の回収可能

性を勘案して回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

   

完成工事補償引当金

　完成工事等にかかる瑕疵担保等責

任に備えるため、過去の実績に基づ

く将来の補償見込額を計上しており

ます。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

同左
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

工事損失引当金

　受注工事に係わる将来の損失に備

えるため、当中間会計期間末手持工

事のうち、将来の損失発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積

もることが可能な工事について、損

失見込相当額を個別に見積もり、同

額を引当計上しております。

（追加情報）

　中間会計期間末手持工事に係る将

来の損失見込額については、従来

「未成工事支出金」から控除してお

りましたが、金額的重要性が増した

ため、当中間会計期間より「工事損

失引当金」として計上することとい

たしました。これによる損益に与え

る影響はありません。

なお、前中間会計期間末の「工事損

失引当金」に相当する金額は47,948

千円であります。

 

工事損失引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 ――――――― 

 

工事損失引当金

　受注工事に係わる将来の損失に備

えるため、当事業年度末手持工事の

うち、将来の損失発生が見込まれ、

かつ、その金額を合理的に見積もる

ことが可能な工事について、損失見

込相当額を個別に見積もり、同額を

引当計上しております。

（追加情報）

　事業年度末手持工事に係る将来の

損失見込額については、従来「未成

工事支出金」から控除しておりまし

たが、金額的重要性が増したため、

当事業年度より「工事損失引当金」

として計上することといたしました。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、前事業年度末の「工事損失引

当金」に相当する金額は73,693千円

であります。

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おりま

す。

　数理計算上の差異については、各

事業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

（12年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当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計上

しております。

　数理計算上の差異については、各

事業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

（12年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

 　   

役員退職慰労引当金

――――――― 

 （追加情報）

  平成18年６月27日開催の定時株

主総会終結の時をもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在任役員に

ついては、定時株主総会終結時の

要支給額を退任時に支給すること

を決議しております。これに伴い、

役員退職金要支給額74,880千円に

ついては、固定負債の「その他」

に計上しております。

 

―――――――  

 

 

役員退職慰労引当金

　―――――――

（追加情報）

同左
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

会計処理によっております。

同左 同左

５　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、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は3,051,831千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は2,452,259千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、工期が１年

以上、かつ、請負金額５億円以上の

長期大型工事については、工事進行

基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工

事高は5,944,916千円であります。

(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お

ります。

同左 同左

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）

前事業年度
（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、8,030,900千円でありま

す。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

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）

　当事業年度より、「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、6,974,525千円でありま

す。

　なお、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、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」(前中

間会計期間835,136千円）は、重要性が増したため、区分

掲記しております。

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」（前中間会計期間

761,830千円）は資産総額の100分の５を超えたため、区分

掲記しております。
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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９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
         6,547,465千円 6,706,057千円             6,585,698千円

２　偶発債務 　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

　下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。

 富士興産㈱ 680,389千円 富士興産㈱ 474,595千円 富士興産㈱ 　577,492千円

※３　中間会計期間末日及び

事業年度末日満期手形

の会計処理

　中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれております。

　受取手形　　　118,091千円

　支払手形　　　 10,719

　中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれております。

　受取手形　　 111,359千円

　支払手形　    48,803　       

期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理し

ております。

　なお、当期末日が金融機関の休日

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おりま

す。

　受取手形　　　240,095千円

　支払手形　　　 11,665    

※４　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

同左 ――――――

（中間損益計算書関係）

 
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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 受取利息      6,546千円 受取利息   6,935千円 受取利息    12,789千円

※２　営業外費用の主要項目 支払利息   302千円 支払利息    15千円 支払利息      1,811千円

３　減価償却実施額    

有形固定資産        205,767千円     216,045千円 466,569千円

無形固定資産 　　　　28,302 　　　　       27,919 　56,569

４　売上高の季節的変動 　当社の売上高は、通常の営業の形

態として、会計年度の上半期売上高

と下半期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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（中間株主資本等変動計算書関係）

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）

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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 859 3 0 862

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

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）

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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 865 1 － 866

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 859 6 0 865

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。
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（リース取引関係）

 
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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器
具備品

62,409 50,588 11,820

その他 17,946 15,385 2,561

合計 80,355 65,974 14,381

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器
具備品

39,307 32,990 6,317

その他 22,206 11,454 10,752

合計 61,514 44,444 17,069

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

工具器
具備品

39,469 29,984 9,485

その他 20,749 19,030 1,718

合計 60,219 49,015 11,203

２　未経過リース料中間期末残高相

当額等

　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

当額等

　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

等

　未経過リース料期末残高相当額

 １年内       11,263千円

 １年超 14,100

 計 25,364

 １年内       8,002千円

 １年超 16,422

 計 24,425

 １年内    7,473千円

 １年超 10,648

 計 18,122

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料    9,713千円

減価償却費相当額 5,782

支払利息相当額 259

支払リース料  4,847千円

減価償却費相当額 4,291

支払利息相当額 230

支払リース料  15,840千円

減価償却費相当額 13,849

支払利息相当額 429

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10％として定率法により

計算した額に、10／９を乗じる方

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

　リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について）

同左

(減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 該当事項はありません。 　当社は、本年11月16日開催の取締役

会におきまして、常磐興産ピーシー株

式会社の「いわき工場」取得と、同工

場の運営子会社である「常磐ピーシー

株式会社」の設立を決議いたしまし

た。

　本年９月に策定した「経営再建中期

計画」において「建築事業の拡大」を

重点施策の一つとして掲げており、目

標達成のためには、首都圏向けの中高

層マンション用ＦＲ板の工場生産能力

拡大が大きな課題でありましたが、同

月に、常磐興産株式会社が、建設事業

の経営環境の変化などにより同社の連

結子会社である常磐興産ピーシー株式

会社を解散するする方針を表明したこ

とから、当社が常磐興産ピーシー株式

会社の「いわき工場」を取得すること

としたものであります。

　また、同工場の運営子会社設立につ

きましては、常磐興産ピーシー株式会

社の工場オペレーターなどを雇用する

計画であり、福島県常磐地区に密着し

た企業活動を展開するため、「いわき

工場」を生産子会社化するものであり

ます。

該当事項はありません。
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６．その他
(1）建設投資の推移と公共工事の市場環境

 建設投資の推移 (資料：(財)建設経済研究所)

32.3 35.2
29.9

23.4 20.7 19.5 18.4 17.0

51.7 43.8

36.2

30.2 32.0 32.6 33.8 33.5

15.6

35.3

66.1

84.0
79.0

53.7 52.7 52.1 52.2

（見通し）

50.6
（見通し）
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民間建設投資

政府建設投資

１）建設投資はここ数年ほぼ横ばいで推移しているが、平成４年度の84兆円をピークに平成19年度、平成20年度はピー

ク時の６割の水準が予測されている。

２）民間建設投資はここ数年回復傾向にあり、公共投資の減少を補完している。

３）公共投資は引き続き減少を続けており、平成７年度の35.2兆円をピークに平成19年度、平成20年度はピーク時の

半分以下の水準が予測されている。

４）平成18年度の公共工事の競争環境は、市場縮小の中で過度の価格競争となり、低価格入札が多発したことなどか

ら、品質確保への懸念や建設産業自体の疲弊が問題となった。

５）平成19年度に入り、国土交通省では優良なインフラ整備に向けて、価格と技術に基づく適正な競争原理を導入し

た入札制度改革を実施している。

①市場競争性を確保するための一般競争入札の拡大

②品質確保のための「価格と技術の総合力の競争（総合評価方式）」への転換

６）地方自治体等においても同様の方向性にあるが、全発注機関への総合評価方式の導入・拡大にはいま少しの時間

がかかると思われる。

７）建設市場では、従来にも増して高度で独自性のある技術力や提案力、技術力に基づいたコスト競争力が求められ

ている。

８）公共投資縮小と競争構造の激変から、建設産業は更なる再編・淘汰は不可避という厳しい現実に直面している。

経営力に優れた企業として「経営構造改革」の強力な実行が必要である。
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(2）個別業績の推移と中間期実績、通期予想

■受注高
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■売上高
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■営業利益・営業利益率
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■経常利益・経常利益率
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■当期純利益・自己資本利益率（ROE)
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　　１）個別受注高の実績と通期予想

　　　①中間期受注実績　≪10,584百万円　前年同期比49.0％、3,479百万円の増加（８期ぶりの増加）≫

土木工事：国土交通省発注工事を中心に、総合評価入札方式で高い技術評点を獲得していることから、前年同期

比141.6％増の8,243百万円の受注となった。

建築工事：首都圏の地価高騰や耐震偽装防止を目的とした改正建築基準法の施行により、マンションの新規着工

が遅れていることから、前年同期比36.6％減の2,254百万円の受注となった。

　　　②通期予想　≪24,000百万円　前期比13.9％、2,929百万円の増加（６期ぶりの増加）≫

土木工事：当社の技術力、技術提案力を最大限に活かし、高い技術評価点を獲得することで通期16,600百万円を

見込む。

建築工事：改正築建築基準法施工による新規着工の遅れの影響も回復に向かうとの見通しであることや、顧客の

拡大、耐震補強事業の拡大を進めることで通期7,400百万円を見込む。
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(3）連結業績の推移と中間期実績、通期予想

■売上高
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■当期純利益・自己資本利益率（ROE)
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　　１）当中間期の連結業績

　　　①売上高　≪7,527百万円、前年同期比11.1％、936百万円の減収（６期連続の減収）≫

要因：前期からの仕掛工事高が、平成18年３月期258億円から平成19年３月期248億円へ10億円減少したことや、

一部工事の完成時期が下半期以降にずれ込んだことから減収となった。

　　　②営業損益（△1,127百万円）、経常損益（△1,083百万円）、中間純損益（△1,076百万円）

　　　　　　　　≪前年同期に比べ各損益ともに損失が拡大（４期連続の赤字）≫

要因：役員報酬や人件費の見直し等により、販売費及び一般管理費を1,508百万円から1,198百万円へ310百万円削

減したものの、前期の価格競争が厳しい中で受注した赤字工事の影響により工事損失引当金を1,390百万円

計上したことから売上原価率が99.1％となり、販売費及び一般管理費を吸収できず、損失が拡大した。

　　２）通期の連結業績予想

　　　①売上高　≪23,200百万円、前年同期比3.3％、736百万円の増収（５期ぶりの増収）≫

要因：上半期の受注高が増加したことで当中間期末の手持工事高が、279億円と前中間期245億円から33億円増加

したことにより増収が見込まれる。

　　　②営業損益（△1,480百万円）、経常損益（△1,480百万円）、当期純損益（△1,700百万円）

　　　　　　　　≪前期に比べ各損益ともに損失幅が縮小≫

　　　　　　　　≪営業損益、経常損益は３期連続の赤字見込≫

　　　　　　　　≪当期純損益は４期連続の赤字見込≫

要因：受注工事の利益率は回復しているものの、前期の価格競争が厳しい中で受注した赤字工事や低採算性工事

の影響が大きく、引き続き赤字が見込まれる。
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(4）部門別受注高、売上高、次期繰越高（単体ベース）

　①　受注高

 （単位　千円未満切捨て）

項目

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）

前事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

％ ％ ％

土木工事 3,412,476 48.0 8,243,569 77.9 14,153,590 67.2

建築工事 3,554,674 50.1 2,254,179 21.3 6,670,128 31.6

計 6,967,151 98.1 10,497,748 99.2 20,823,719 98.8

製品等 138,448 1.9 86,853 0.8 247,576 1.2

合計 7,105,599 100.0 10,584,602 100.0 21,071,295 100.0

　②　売上高

 （単位　千円未満切捨て）

項目

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）

前事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

％ ％ ％

土木工事 6,378,127 76.0 4,289,191 57.5 16,113,753 72.8

建築工事 1,779,248 21.2 3,077,820 41.2 5,581,518 25.2

計 8,157,375 97.2 7,367,011 98.7 21,695,271 98.0

製品等 238,504 2.8 96,218 1.3 434,754 2.0

合計 8,395,879 100.0 7,463,229 100.0 22,130,025 100.0

　③　次期繰越高

 （単位　千円未満切捨て）

項目

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）

前事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

金額 構成比率 金額 構成比率 金額 構成比率

％ ％ ％

土木工事 17,768,409 72.3 22,728,276 81.3 18,773,898 75.6

建築工事 6,723,516 27.3 5,213,059 18.7 6,036,700 24.3

計 24,491,925 99.6 27,941,335 100.0 24,810,598 99.9

製品等 97,999 0.4 1,512 0.0 10,876 0.1

合計 24,589,925 100.0 27,942,847 100.0 24,821,475 100.0
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(5）経営再建中期計画（平成20年３月～平成22年３月期）

　　　３年後（平成22年３月期）の黒字転換を目指す。

 

 

 

受注高計画（個別） 

売上高計画（個別） 

経常損益計画（個別） 

　　　計画達成に向けての主な施策

　　　　１）選別受注の徹底と技術力強化で利益率の高い工事の受注

　　　　２）建築事業を拡大し建築受注100億円の達成

　　　　３）施工・生産技術の改良・開発によるコストダウン

　　　　４）固定費削減と財務リストラを推進し効率的な経営体制の構築

　　　　５）市場環境に最適な「選択と集中」を進め高付加価値企業の実現

※上記の「経営再建中期計画」は、平成19年９月21日にリリースしており、当該資料は次のＵＲＬからご覧いた

だけます。（当社ホームページ）http://www.fujips.co.jp　「投資家情報　最近のニュースリリース」
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(6）「経営再建中期計画」の実施状況

　　Ⅰ．営業強化

　　　【１】国土交通省発注の土木工事の受注増加

　　　　土木工事の受注高推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円未満切捨て）

平成19年９月中間期
（当中間期）

平成18年９月中間期
（前中間期） 

平成19年３月期
（前　　期） 

国土交通省 6,080 620 3,179

地方自治体 1,005 1,894 4,321

その他

（NEXCO、JRTT等発注元請工

事、及び下請工事）

1,157 897 6,352

土木工事受注合計 8,243 3,412 14,153

受注合計（参考） 10,584 7,105 21,071

　※１．「経営再建中期計画」の土木分野の受注方針を、「技術力が要求され、かつ一定の落札率が確保できる国

土交通省案件を中心に活動を行う。」としている。

この受注方針に基づき、総合評価入札方式が導入されている国土交通省案件に対し、当社の技術競争力を

基盤に重点的に受注活動を行っており、確実な成果が出ている。

　※２．国土交通省におけるＰＣ橋梁上部工の今年度上期発注量は約250億円であり、その中で当社のシェアは24％

程度となっており、ＰＣ業界でトップクラスとなっている。

　※３．平成19年７月に、国土交通省関東地方整備局から「平成19年度　工事成績優秀企業」の認定を受けており、

入札時の技術評価にインセンティブを与えられている。

なお、平成18年度には同省中国地方整備局からも認定を受けており、同様のインセンティブが付与されて

いる。

　　　【２】建築事業の強化

　　　　　　「経営再建中期計画」の達成には、建築受注100億円の達成が必須条件である。

　　　　　　ＦＣ・ＦＲ板63億円、建築耐震補強事業27億円の受注を確保するため、次の施策を実施している。　　　

　　　　　≪ＦＣ・ＦＲ板≫

①平成19年10月１日付で、本・支店に建築本部、建築営業部、建築技術部の専従の担当部門を設置するとと

もに、担当の執行役員を任命した。

②低コストの短スパンＦＲ板を開発し、超高層マンションから一般マンションまで営業領域を拡大した。

③受注増に向けて、首都圏市場へのＦＲ板の生産能力を拡大するため、常磐興産ピーシー㈱の「いわき工場」

を取得した。

また、当社各工場の生産能力増強投資、効率化投資を早急に実施する。

※「いわき工場」取得の詳細については、本日同時リリースの「工場取得と同工場の運営子会社の設立に

ついて」をご覧下さい。 

　　　　　≪建築耐震補強事業≫

①パラレル構法の開発に関し、平成19年７月に国土交通省大臣から「第９回国土技術開発賞　優秀賞」を受

賞したことで、同構法の斬新性や優位性が立証されたことから、今後の営業展開に大きく貢献することと

なる。

②汎用性、経済性を高めた改良型のパラレルユニットフレーム（クロスタイプ）構法を開発、平成19年９月

に(財)日本建築総合試験所から建築技術性能証明を取得し、パラレル構法の適用範囲を拡大することで営

業対象を拡大した。

③平成19年10月１日付で建築本部に耐震事業グループを設置するとともに、耐震事業担当の執行役員を任命

し、営業体制を強化した。
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　　Ⅱ．組織改革

　　　【１】機構改革（平成19年10月１日付）

　　　　　　①機構改革の目的

　　　　　　　・土木分野の事業再構築と建築分野の拡大

　　　　　　　・本・支店機能の見直しにより全社最適な受注体制の構築

　　　　　　　・相互牽制・内部統制などコーポレートガバナンスの強化

　　　　　　　・工場の生産効率の向上

　　　　　　②機構改革の概要

　　　　　　　・管理本部を廃止して経営企画室、総務部、経理部を設置

　　　　　　　・購買本部、土木本部、建築本部、技術製造本部の新設

　　　　　　　・２支店体制から３支店体制に再編

　　　【２】９営業所の閉鎖

　　　　　　競争構造が大きく変化する中での「選択と集中」の推進から、営業所数を31箇所から22箇所へ削減。

　　　　　　①平成19年９月30日付で８営業所の閉鎖

　　　　　　　（松江、和歌山、埼玉、千葉、群馬、茨城、秋田、青森）

　　　　　　②平成19年10月31日付で神戸営業所の閉鎖

　　　　　　　※年間のコスト削減額　　　　　　36百万円

　　Ⅲ．固定費削減

　　　【１】平成19年９月30日付で、常勤、非常勤顧問23名退職

　　　　　　年間の人件費コスト削減額　　　　　87百万円

　　　【２】希望退職者募集の実施

　　　　　　平成19年10月31日付で、希望退職者募集の実施により16名の社員が退職。

　　　　　　　募集人員　：40名

　　　　　　　募集対象者：当社グループの満30歳以上の事務系社員

　　※募集人員に満たない結果となったが、正社員と契約社員等との置き換えなどを進め、引き続き人件費

の削減と少数精鋭体制を目指す。

　　　　　　（業績に与える影響）　　　　　　　（計画）　　　　（実績）

　　　　　　　特別損失　　　　　　　　　　　　200百万円　　　 46百万円

　　　　　　　当期の人件費コスト削減額　　　　100百万円　　　 37百万円

　　　　　　　年間の人件費コスト削減額　　　　200百万円　　　 88百万円

　　　　　　（正社員の推移）

　　　　　　　平成19年４月１日　　　　　　　　419名

　　　　　　　平成19年11月１日　　　　　　　　378名（41名減少）

　　　【３】本社オフィスコストの削減

　　　　　　①子会社が保有する富士ビル赤坂の賃貸を４フロアから３フロアに縮小

　　　　　　　※年間コストの削減額　　　　　　16百万円

　　Ⅳ．財務リストラ

　　　【１】遊休資産（土地）の売却

　　　　　　九州大村工場跡地（平成19年10月売却）

　　　　　　　売却額　160百万円　　 特別利益　61百万円　

　　　【２】有価証券等の売却（平成19年９月末）

　　　　　　　売却額　116百万円　　 特別利益　57百万円　
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