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(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 73,695 6.8 △252 － △335 － △311 －

18年９月中間期 69,025 △13.7 △2,238 － △2,345 － △7,106 －

19年３月期 183,117 － △2,916 － △3,114 － △8,244 －

 
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 △1.99 －

18年９月中間期 △45.43 －

19年３月期 △52.71 －

（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

 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 169,222 33,472 19.7 212.69

18年９月中間期 164,025 35,376 21.5 225.23

19年３月期 188,932 35,152 18.5 223.49

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,257百万円 18年９月中間期 35,227百万円 19年３月期 34,951百万円

 
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 △1,330 △181 △2,972 14,804

18年９月中間期 △6,135 △137 △7,005 21,854

19年３月期 △14,210 871 △2,464 19,335

 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 － － 0.00

20年３月期 －  ───  

20年３月期（予想）  ─── － 0.00

 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 175,000 △4.4 1,600 － 1,100 － 300 － 1.92
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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、19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） 

（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、36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） 

(2）個別財政状態 

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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 156,689,563株 18年９月中間期 156,689,563株 19年３月期 156,689,563株

② 期末自己株式数 19年９月中間期 323,048株 18年９月中間期 286,393株 19年３月期 302,849株

(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 72,070 9.5 △411 － △497 － △396 －

18年９月中間期 65,788 △15.7 △2,548 － △2,629 － △7,320 －

19年３月期 177,296 － △3,500 － △3,711 － △8,020 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 △2.54 

18年９月中間期 △46.80 

19年３月期 △51.28 

 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 164,519 32,090 19.5 205.22

18年９月中間期 157,915 33,705 21.3 215.50

19年３月期 183,365 33,866 18.5 216.56

（参考）自己資本 19年９月中間期 32,090百万円 18年９月中間期 33,705百万円 19年３月期 33,866百万円

 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 172,000 △3.0 1,300 － 700 － 100 － 0.64

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参

照ください。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

① 経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速に伴い輸出関連の伸びが鈍化

し、所得の低迷などから個人消費が伸び悩むなど景気回復基調は緩やかとなっています。 

 一方、建設市場に目を向けますと、好調な企業収益を背景とした設備投資の拡大基調は続いて

いるものの、政府建設投資の縮小により建設投資全体としては減少しており依然として厳しさを

増しています。 

 このような状況の中、当社では 

   ○ サバイバルに向けた徹底した「選択と集中」 

  ○ 施工安全体制の強化とコンプライアンス体制のさらなる充実 

  ○ 将来の飛躍に向けた重点施策 

を主な施策とした「経営革新施策～サバイバル＆ジャンプ」を昨年10月策定以来継続してさらに

推進してまいりました。 

 当中間連結会計期間の当社グループの業績につきましては、受注高69,477百万円（前年同期比

22.9％増）、売上高73,695百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益△252百万円（前年同期 

△2,238百万円）、経常利益△335百万円（前年同期△2,345百万円）、中間純利益△311百万円

（前年同期△7,106百万円）となりました。  

 （注）当社グループにおいては建設事業以外は受注生産活動を行っていません。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。（事業の種類別セグメントごとの業績につ

いては、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しています。） 

（建設事業） 

 建設事業については、受注高69,477百万円（前年同期比22.9％増）、売上高71,702百万円（前

年同期比10.2％増）、営業利益△925百万円（前年同期は△2,703百万円）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業については、売上高1,715百万円（前年同期比46.4％減）、営業利益657百万円（前

年同期比86.1％増）となりました。 

（その他事業） 

 その他事業については、売上高8,924百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益34百万円（前年

同期比35.3％減）となりました。 

  

② 通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、建設投資は民間非住宅建設投資の好調さは継続するものの、縮

小が続く政府建設投資の影響を受け、全体としては前年度に比べ減少することが予測されてお

り、建設業界におきましては受注競争が一段と激しさを増すことが予想されます。 

 このような状況の中、当社グループの通期の業績見通しにつきましては、売上高175,000百万

円、営業利益1,600百万円、経常利益1,100百万円、当期純利益300百万円を予定しています。 
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(2）財政状態に関する分析 

・総資産      169,222百万円 

・純資産       33,472百万円     

・自己資本比率     19.7％       

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,531百万円

（23.4%）減少し14,804百万円となりました。 

 各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

○営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前中間純損失は581百万円となりました。売上債権の減少20,891百万円、未成工事受

入金の増加1,581百万円などによる資金の増加がありました。一方で、仕入債務の減少16,815百万

円、未成工事支出金の増加7,689百万円などによる資金の減少があり、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは△1,330百万円（前中間連結会計期間は△6,135百万円）となりました。 

○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249百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△

181百万円（前中間連結会計期間は△137百万円）となりました。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

 借入金の返済2,667百万円、社債の償還300百万などにより、財務活動によるキャッシュ・フロ

ーは△2,972百万（前中間連結会計期間は△7,005百万円）となりました。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

（注）１．各指標の算出は、以下の算式を使用しています。  

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  

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。  

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。  

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがいずれもマイナスで 

  あるため記載していません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、総合建設業としての技術革新と競争力を保持するため、人的資源及び技術研究開発な

どへの投資と企業リスク回避のための内部留保に努め、経営基盤の維持補強を図るとともに、株

主の皆様に対する利益還元についても安定配当の継続を重視した利益配分を基本方針としていま

す。 

 しかしながら、当期の配当につきましては、経営基盤の強化を図るため、誠に申し訳なく存じ

ますが、無配とさせていただく予定です。 

指    標  平成18年３月期 平成18年９月期 平成19年３月期 平成19年９月期 

 自己資本比率 21.9 ％ 21.5 ％ 18.5 ％ 19.7 ％ 

 時価ベースの自己資本比率 21.3 ％ 21.9 ％ 12.1 ％ 16.6 ％ 

 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  － － － － 
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(4）事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来予測は、当中間連結会計期間末（平成19年9月30日）現在において判断

したものです。 

① 公共事業投資額の予想を上回る減少  

 当社グループの売上高のうち重要な部分を占める建設事業は、公共事業の投資額に大きな影響

を受けます。公共投資は減少傾向が続いており、それをカバーするべく技術を中心とした体制の

構築、建築部門の営業力・収益力の強化等の施策を講じています。しかし予想を上回る減少とな

った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 製品の欠陥による重大な瑕疵の発生 

 品質管理には万全を期していますが、重大な瑕疵による損害賠償が発生した場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 災害、事故の発生 

 施工中の防災及び事故防止には万全を期していますが、予期しない原因などにより工事事故や

労働災害が発生する可能性があります。この場合、損害賠償や指名停止などによる受注機会の減

少により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 取引先の信用不安 

 当社グループの主たる事業である建設事業においては、工事一件あたりの取引金額が大きいた

め、お客さまや協力会社の業績が悪化し信用不安に陥った場合、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑤ 資材の高騰による工事原価の増加 

 請負契約後、原材料の価格が高騰した際、それを請負金額に反映できない場合は、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 当社保有資産の価値下落 

 当社グループでは建設事業・不動産事業と関連して販売用不動産や有価証券等を保有してお

り、これらの資産価値が景気変動により著しく下落した場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑦ 金利の上昇 

 当社グループは金利上昇を見込んだ経営を行っていますが、請負業という建設事業の特性によ

り、立替金が少なからず発生し、一定水準の有利子負債が必要となります。よって、金利が著し

く上昇した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 海外事業に伴うリスク 

 海外での工事においては、戦争・テロ・紛争の発生及び予期しない法律・規制の変更が行われ

た場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、為替相場に大幅な変動

等が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 法的規制 

 当社グループの事業は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、独占禁止法等により法的

規制を受けています。これら法律の改廃、法的規制の新設、適用基準の変更や万一これらの法令

に抵触する事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 繰延税金資産 

 繰延税金資産については、今後の課税所得をもって全額回収可能と判断しておりますが、将来

の課税所得見積額の変更等により一部回収が困難であると判断した場合には、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 
  

 当社グループは、当社、子会社２社及び関連会社３社（内、連結対象は子会社２社）で構成され、

建設事業を主な事業とし、その他不動産事業などの事業活動を展開しています。 

 当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりです。

 なお、当社グループが行っている事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一で

す。 

（建設事業） 

 当社は総合建設業を営んでおり、建設資機材の一部をテッケン興産㈱より調達している他、㈱ジェ

イテックが専門工事の施工を行い、それらの一部は当社が発注しています。 

（不動産事業） 

  当社とテッケン興産㈱が住宅及び土地開発関連事業を行っています。 

 また、特定の土地開発関連事業を行っていました下関コアビル㈱につきましては、平成19年９月に

清算が結了しました。 

（その他事業） 

 テッケン興産㈱が建設資機材関連事業とスポーツ施設運営を行っています。 

 また、墨田コートハウスサービス㈱、プラザノースマネジメント㈱及び八千代ゆりのき台ＰＦＩ㈱

がＰＦＩ関連事業を行っています。 

  事業の系統図は次のとおりです。 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

不動産事業 その他事業 建設事業 

㈱ジェイテック
テッケン興産㈱

(資機材関連・スポーツ施設) 

工事施工 不動産売買 
不動産賃貸借 
工事施工 

施設賃貸 
ＰＦＩ関連 
工事施工 

連結子会社を表示 関連会社を表示 

お客さま 及び 取引先 

当社グループ

資機材販売 

(ＰＦＩ関連) 

墨田ｺｰﾄﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 
ﾌﾟﾗｻﾞﾉｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

八千代ゆりのき台 PFI㈱ 

建設事業 不動産事業 その他事業 

当    社
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、経営の基本方針として 

を経営理念に掲げています。 

 これは当社創設以来の、不朽の方針を表しており、“株主・お客さま・取引先など関係あるす

べてのステークホルダー”から「価値ある企業」として支持され、将来にわたりその存在を主張

する基本理念です。 

 当社では、昨年10月に策定した「経営革新施策～サバイバル＆ジャンプ」のもと経営の建て直

しを図ることに全力をあげ、早急なＶ字回復の実現とともに、複雑で難易度が高まる工事に対応

できる技術と風土を有する会社組織の構築を目指してまいります。 

(2）会社の経営戦略・経営目標 

 当社は、「経営革新施策～サバイバル＆ジャンプ」のもと６つの具体的施策に重点的に取り組ん

でいます。 

① コンプライアンス意識のさらなる醸成 

 企業存続と持続的成長を果たすために、公正で透明性のある企業活動を実現できるコンプライ

アンス意識を醸成し強化する。 

② 安全推進体制の強化 

 施工における安全性の一層の向上を図るために、また、安全施工に対する顧客や社会からの期

待に応えるために、現場および本支店の安全推進体制を強化する。 

③ 「選択と集中」による効率的かつ柔軟な組織の構築  

 効率的かつ柔軟な組織を構築するために、得意分野・得意地域へのより鮮明な「選択と集中」

による新体制への移行をスムーズに実施する。 

④ 営業力・施工力等の実力強化  

 公共土木工事や一般建築工事における厳しい競争に対応するために、営業力・施工力等の本業

の実力および現場力を研鑽して足元を固めるとともに、早急なＶ字回復を図る。 

⑤ 社会のニーズと複雑化する工事に対応する組織を支える企業文化の構築 

 徹底したコミュニケーションと組織間の協調・連携を図る社員意識を構築することで、高度な

情報化社会におけるニーズとより複雑化する工事に対応する。 

⑥ 将来への飛躍 

 積極的な新事業領域への展開や他社との連携強化等を通じ、将来への飛躍と社員が誇れる魅力

的な企業を目指す。 

 このような経営戦略のもと、経営革新を進め、今年度には黒字経営を実現し、平成20年度以降は

経営革新を定着させ安定経営を確立します。 

「信用と技術」を基本として 

安全で機能的な人間味あふれる環境を提供し 

会社の成長と従業員の福祉の増進をはかり 

社会の繁栄に貢献する 
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(3）会社の対処すべき課題 

 公共工事の縮小や熾烈な価格競争により、当社グループを取り巻く環境が一段と厳しさを増して

います。このような状況の中、当社は、ＪＲ東日本・鹿島建設との３社連携等の社外ネットワーク

をさらに強化し、首都圏をはじめとする三大都市圏、当社が「核」とする鉄道を中心とした交通イ

ンフラ工事への徹底した「選択と集中」を進め、自らの特徴・強みを活かしてまいります。そのた

めに「経営革新施策～サバイバル＆ジャンプ」を実行し、安定した経営基盤の構築を図ることに全

力をあげてまいります。 
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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 ※３   21,934   14,804      19,335  

２受取手形・完成工
事未収入金等 ※５   55,585   65,089      85,965  

３未成工事支出金等     14,468   16,209      8,755  

４たな卸不動産     4,945   6,466      6,211  

５その他     10,075   12,858      13,466  

貸倒引当金     △15   △7      △48  

流動資産合計     106,993 65.2  115,420 68.2 8,426   133,685 70.8

Ⅱ固定資産                

１有形固定資産                

(1)土地 ※２
※３ 14,294   13,653     13,597   

(2)その他 ※１
※３ 8,839 23,133  7,283 20,936  △2,197 7,428 21,025  

２無形固定資産     162   175  13   167  

３投資その他の資産                

(1)投資有価証券 ※３ 30,491   29,189     31,544   

(2)その他 ※３ 6,746   6,884     5,894   

貸倒引当金   △3,503 33,735  △3,385 32,689  △1,045 △3,384 34,053  

固定資産合計     57,031 34.8  53,802 31.8 △3,229   55,247 29.2

資産合計     164,025 100.0  169,222 100.0 5,197   188,932 100.0
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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 ※５   34,844   37,858      54,673  

２短期借入金 ※３   33,993   37,021      38,614  

３未払金     －   10,367      －  

４社債（１年以内償
還予定）     600   600      600  

５未成工事受入金等     11,043   8,638      7,020  

６工事損失引当金     －   －      2,188  

７引当金     1,433   3,124      1,892  

８その他     14,116   8,837      16,662  

流動負債合計     96,031 58.5  106,446 62.9 10,415   121,650 64.4

Ⅱ固定負債                

  １社債     9,800   9,200      9,500  

２転換社債     4,728   4,728      4,728  

３長期借入金 ※３   4,088   3,337      4,411  

４繰延税金負債     －   －      1,026  

５再評価に係る繰延
税金負債 ※２   3,578   3,408      3,551  

６退職給付引当金     8,407   8,027      8,218  

７引当金     317   228      272  

８負ののれん     334   239      286  

９その他     1,362   135      134  

固定負債合計     32,617 19.9  29,303 17.3 △3,313   32,129 17.0

負債合計     128,648 78.4  135,750 80.2 7,101   153,780 81.4

          

(純資産の部)               

Ⅰ株主資本               

 １資本金    18,293 11.1  18,293 10.8 －   18,293 9.7

 ２資本剰余金    5,329 3.3  5,329 3.1 －   5,329 2.8

 ３利益剰余金    2,431 1.5  1,139 0.7 △1,291   1,333 0.7

 ４自己株式    △42 △0.0  △48 △0.0 △6   △45 △0.0

  株主資本合計    26,011 15.9  24,714 14.6 △1,297   24,911 13.2

Ⅱ評価・換算差額等               

１その他有価証券評
価差額金    7,943 4.8  7,429 4.4 △513   8,807 4.7

 ２土地再評価差額金 ※２   1,272 0.8  1,114 0.7 △157   1,232 0.6

評価・換算差額等
合計    9,215 5.6  8,543 5.1 △671   10,039 5.3

Ⅲ少数株主持分    149 0.1  214 0.1 64   200 0.1

   純資産合計    35,376 21.6  33,472 19.8 △1,904   35,152 18.6

    負債純資産合計    164,025 100.0  169,222 100.0 5,197   188,932 100.0
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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完成工事高   65,056   71,702     176,586   

２その他事業売上高   3,969 69,025 100.0 1,993 73,695 100.0 4,670 6,531 183,117 100.0

Ⅱ売上原価                

１完成工事原価   62,594   68,544     170,844   

２その他事業売上原価   3,343 65,938 95.5 1,238 69,783 94.7 3,844 4,967 175,811 96.0

売上総利益                

完成工事総利益   2,461   3,157     5,741   

その他事業総利益   625 3,087 4.5 755 3,912 5.3 825 1,563 7,305 4.0

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※１   5,325 7.7  4,165 5.7 △1,159   10,222 5.6

営業損失（△）     △2,238 △3.2  △252 △0.4 1,985   △2,916 △1.6

Ⅳ営業外収益                

１受取利息   34   46     72   

２受取配当金   158   185     268   

３為替差益   －   28     －   

４負ののれん償却額   47   47     95   

５その他   40 282 0.4 49 358 0.5 75 206 642 0.4

Ⅴ営業外費用                

１支払利息   344   432     782   

２その他   44 389 0.6 8 440 0.6 51 58 841 0.5

経常損失（△）     △2,345 △3.4  △335 △0.5 2,009   △3,114 △1.7

Ⅵ特別利益                

１前期損益修正益 ※２ 102   21     179   

２貸倒引当金戻入額    321   58     293   

３偶発損失引当金戻入額   304   9     562   

４関係会社株式売却益   －   －     640   

５関係会社事業損失引
当金戻入額   195   －     －   

６その他   84 1,008 1.5 7 97 0.1 △911 84 1,761 0.9

Ⅶ特別損失                

１減損損失 ※３ 164   76     180   

２投資有価証券評価損   －   40     －   

３特別瑕疵補修損失   －   164     －   

４偶発損失引当金繰入額   60   －     640   

５兼業事業支出金評価損   55   －     762   

６その他 ※４ 34 315 0.5 60 342 0.4 27 284 1,868 1.0

税金等調整前中間
（当期）純損失(△)     △1,652 △2.4  △581 △0.8 1,071   △3,221 △1.8

法人税、住民税及び
事業税   126   122     308   

法人税等調整額  5,328 5,455 7.9 △407 △285 △0.4 △5,740 4,664 4,972 2.7

少数株主利益又は少
数株主損失（△）    △1 △0.0  15 0.0 17   49 0.0

中間（当期）純損失
（△）    △7,106 △10.3  △311 △0.4 6,794   △8,244 △4.5
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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） 

（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す。 

 
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） 
18,293 5,329 10,031 △37 33,617 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △391   △391 

中間純損失     △7,106   △7,106 

土地再評価差額金の取崩     △106   △106 

連結子会社の減少     2   2 

自己株式の取得       △5 △5 

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） 
－ － △7,600 △5 △7,605 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
18,293 5,329 2,431 △42 26,011 

 

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） 
8,720 1,166 9,886 153 43,658 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △391 

中間純損失         △7,106 

土地再評価差額金の取崩         △106 

連結子会社の減少         2 

自己株式の取得         △5 

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） 
△777 106 △671 △4 △675 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△777 106 △671 △4 △8,281 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
7,943 1,272 9,215 149 35,376 

- 12 -

鉄建建設㈱ （1815） 平成20年３月期中間決算短信



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） 
18,293 5,329 1,333 △45 24,911 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失     △311   △311 

土地再評価差額金の取崩     117   117 

自己株式の取得       △3 △3 

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） 
－ － △194 △3 △197 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
18,293 5,329 1,139 △48 24,714 

 

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） 
8,807 1,232 10,039 200 35,152 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失         △311 

土地再評価差額金の取崩   △117 △117   － 

自己株式の取得         △3 

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） 
△1,378   △1,378 13 △1,364 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△1,378 △117 △1,496 13 △1,680 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
7,429 1,114 8,543 214 33,472 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（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す。 

 
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） 
18,293 5,329 10,031 △37 33,617 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △391   △391 

当期純損失     △8,244   △8,244 

土地再評価差額金の取崩     △66   △66 

連結子会社の減少     2   2 

自己株式の取得       △7 △7 

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） 
－ － △8,698 △7 △8,706 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
18,293 5,329 1,333 △45 24,911 

 

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） 
8,720 1,166 9,886 153 43,658 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）         △391 

当期純損失         △8,244 

土地再評価差額金の取崩   66 66   － 

連結子会社の減少         2 

自己株式の取得         △7 

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
86   86 47 134 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
86 66 153 47 △8,506 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
8,807 1,232 10,039 200 35,152 
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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 
(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
損失 

  △1,652 △581 1,071 △3,221 

減価償却費   294 258 △36 587 

減損損失   164 76 △88 180 

負ののれん償却額   △47 △47 － △95 

貸倒引当金の増加・減少(△)
額 

  △279 △41 237 △364 

退職給付引当金の増加・減少
(△)額 

  △35 △191 △155 △194 

工事損失引当金の増加・減少
(△)額 

  － － － 2,148 

その他の引当金の増加・減少
(△)額 

  △1,365 △1,000 364 △906 

受取利息及び受取配当金   △193 △232 △38 △340 

支払利息   344 432 87 782 

有価証券・投資有価証券売却
損・益(△) 

  － △10 △10 18 

関係会社株式売却損・益(△)   － － － △640 

有価証券・投資有価証券評価
損 

  29 40 10 29 

有形固定資産売却損・益(△)   － 3 3 △0 

無形固定資産売却損・益(△)   － 0 0 － 

売上債権の減少・増加(△)額   24,512 20,891 △3,621 △5,732 

未成工事支出金の減少・増加
(△)額 

  △7,034 △7,689 △654 △995 

たな卸不動産の減少・増加
(△)額 

  1,848 △283 △2,131 933 

その他の資産の減少・増加
(△)額 

  △4,337 △65 4,272 △5,793 

仕入債務の増加・減少(△)額   △26,746 △16,815 9,931 △6,895 

未成工事受入金の増加・減少
(△)額 

  4,337 1,581 △2,756 414 

預り入会保証金の増加・減少
(△)額 

  △9 － 9 △12 

その他の負債の増加・減少
(△)額 

  4,494 2,793 △1,700 6,617 

その他   △15 35 51 △16 

小計   △5,691 △843 4,847 △13,496 

利息及び配当金の受取額   193 231 38 340 

利息の支払額   △384 △503 △119 △739 

法人税等の支払額   △253 △215 38 △314 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △6,135 △1,330 4,804 △14,210 
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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 
(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 

          

有価証券の売却による収入   － 29 29 60 

有形固定資産の取得による
支出 

  △35 △249 △214 △118 

有形固定資産の売却による
収入 

  － 8 8 0 

無形固定資産の取得による
支出 

  △54 △26 28 △92 

無形固定資産の売却による
収入 

  － 0 0 － 

投資有価証券の取得による
支出 

  △7 △1 5 △117 

投資有価証券の売却による
収入 

  － 5 5 32 

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の売却による収入 

  － － － 1,133 

貸付けによる支出   △15 △15 0 △140 

貸付金の回収による収入   56 68 11 119 

その他の投資の取得による
支出 

  △80 － 80 △6 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △137 △181 △44 871 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

          

短期借入金純増加・減少
(△)額 

  △4,200 △1,020 3,180 400 

長期借入れによる収入   － － － 1,600 

長期借入金の返済による支
出 

  △2,107 △1,647 459 △3,462 

社債の償還による支出   △300 △300 － △600 

自己株式の減少・増加(△)
額 

  △5 △3 1 △7 

配当金の支払額   △390 － 390 △391 

少数株主への配当金の支払
額 

  △2 △2 － △2 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △7,005 △2,972 4,032 △2,464 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換
算差額 

  △12 △45 △33 △5 

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・
減少(△)額 

  △13,290 △4,531 8,758 △15,808 

Ⅵ現金及び現金同等物期首残高   35,144 19,335 △15,808 35,144 

Ⅶ現金及び現金同等物中間期末
(期末)残高 

※１ 21,854 14,804 △7,050 19,335 
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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 

すべての子会社(３社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

㈱岡崎ゴルフ倶楽部 

テッケン興産㈱ 

㈱ジェイテック 

  

前連結会計年度まで連

結子会社に含めていまし

た富士バードタウン㈱

は、平成18年９月21日に

清算が結了したことによ

り、連結の範囲から除外

しています。 

  なお、清算結了までの

同社の損益計算書及びキ

ャッシュ・フロー計算書

を連結しています。 

すべての子会社(２社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

テッケン興産㈱ 

㈱ジェイテック 

  

  

すべての子会社(２社)を

連結しています。 

  

連結子会社名 

テッケン興産㈱ 

㈱ジェイテック 

  

  前連結会計年度まで連

結子会社に含めていまし

た富士バードタウン㈱

は、平成18年９月21日に

清算が結了したことによ

り、また、㈱岡崎ゴルフ

倶楽部は、平成19年３月

30日に全株式を譲渡した

ことにより、連結の範囲

から除外しています。 

 なお、連結除外までの

各社の損益計算書及びキ

ャッシュ・フロー計算書

を連結しています。 

        

２．持分法の適用に関す

る事項 

関連会社に関する投資額

については、持分法を適用

していません。 

  

関連会社に関する投資額

については、持分法を適用

していません。 

関連会社に関する投資額

については、持分法を適用

していません。 

  

  持分法非適用の関連会社
名 

下関コアビル㈱  

墨田コートハウスサー

ビス㈱ 

プラザノースマネジメ

ント㈱ 

八千代ゆりのき台ＰＦ

Ｉ㈱ 

持分法非適用の関連会社

は、それぞれ中間連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範

囲から除外しています。 

持分法非適用の関連会社
名 

墨田コートハウスサー

ビス㈱ 

プラザノースマネジメ

ント㈱ 

八千代ゆりのき台ＰＦ

Ｉ㈱  

  

持分法非適用の関連会社

は、それぞれ中間連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範

囲から除外しています。 

持分法非適用の関連会社
名 

下関コアビル㈱ 

墨田コートハウスサー

ビス㈱ 

プラザノースマネジメ

ント㈱ 

八千代ゆりのき台ＰＦ

Ｉ㈱ 

持分法非適用の関連会社

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しています。 

        

３．連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関す

る事項 

  

連結子会社の中間決算日

は当社と一致しています。 

同 左 連結子会社の事業年度は

当社と一致しています。 
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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） 

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同 左 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

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 

連結会計年度末日の

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 デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同 左 

② デリバティブ 

同 左 

        

  ③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

個別法による原価法 

③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

同 左 

③ たな卸資産 

未成工事支出金等（未成

工事支出金） 

同 左 

  未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

移動平均法による原価

法 

ただし、一部の連結

子会社は貯蔵品や商品

に最終仕入原価法や先

入先出法による原価法

を採用しています。 

未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

移動平均法による原価

法 

  ただし、一部の連結

子会社は貯蔵品や商品

に先入先出法による原

価法を採用していま

す。 

未成工事支出金等（材料

貯蔵品） 

移動平均法による原価

法 

  ただし、一部の連結

子会社は貯蔵品や商品

に先入先出法による原

価法を採用していま

す。 

  たな卸不動産 

個別法による原価法 

たな卸不動産 

同 左 

たな卸不動産 

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） 

  （２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

定率法によっています。 

  ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっていま

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

準によっています。 

（２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

定率法によっています。 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっていま

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

準によっています。 

  

（２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

① 有形固定資産 

定率法によっています。 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっていま

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

準によっています。 

    （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83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の

法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しています。 

 これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 なお、平成19年３月31日

以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌連結会計

年度から５年間で均等償却

する方法によっています。 

 これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

  

  ② 無形固定資産 

定額法によっています。 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってい

ます。 

ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ています。 

② 無形固定資産 

同 左 

② 無形固定資産 

同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年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 

① 貸倒引当金 

売上債権及び貸付金等の

貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計

上しています。 

（３）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同 左 

（３）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同 左 

    

  ② 完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保

の費用に備えるため、当中

間連結会計期間末に至る１

年間の完成工事高(進行基

準工事を含む)に対する将

来の見積補償額に基づいて

計上しています。 

② 完成工事補償引当金 

同 左 

② 完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保

の費用に備えるため、当連

結会計年度の完成工事高(進

行基準工事を含む)に対する

将来の見積補償額に基づい

て計上しています。 

    

  ③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額基準

により計上しています。 

③ 賞与引当金 

同 左 

③ 賞与引当金 

同 左 

        

  ④ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当中間連

結会計期間末手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、

かつ、その金額を合理的に

見積もることができる工事

について、損失見込額を計

上しています。 

④ 工事損失引当金 

同 左 

④ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当連結会

計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見

積もることができる工事に

ついて、損失見込額を計上

しています。 
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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） 

  ⑤ 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いま

す。 

過去勤務債務は発生時に

一括償却しています。 

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

連結会計年度から費用処理

しています。 

⑤ 退職給付引当金 

同 左 

  

  

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しています。 

過去勤務債務は発生時に

一括償却しています。 

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

連結会計年度から費用処理

しています。    

    

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

  ────── 

  （追加情報） 

 一部の連結子会社は、役

員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計

上していましたが、当中間

連結会計期間において、役

員退職慰労金制度を廃止し

ました。これにより、当中

間連結会計期間において一

部の連結子会社に係る「役

員退職慰労引当金」を全額

取崩し、役員退任時の支給

額に対応する未払い分につ

いては、流動負債の「その

他」に含めて表示していま

す。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

  ────── 

⑥ 役員退職慰労引当金 

 ────── 

  （追加情報） 

 一部の連結子会社は、役

員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上し

ていましたが、当連結会計

年度において、役員退職慰

労金制度を廃止しました。

これにより、当連結会計年

度において一部の連結子会

社に係る「役員退職慰労引

当金」を全額取崩し、役員

退任時の支給額に対応する

未払い分については、流動

負債の「その他」に含めて

表示しています。 

        

  ⑦ 偶発損失引当金 

債務保証等に伴い発生す

る損失に備えるため、契約

条件及び債務保証先の財政

状態等を個別に検討し、損

失負担見込額を計上してい

ます。 

⑦ 偶発損失引当金 

同 左 

⑦ 偶発損失引当金 

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） 

  （４）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

います。 

（４）重要なリース取引の処

理方法 

  同 左 

（４）重要なリース取引の処

理方法 

  同 左 

        

  （５）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす

金利スワップについて、特

例処理を採用しています。 

  

（５）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

（５）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引(金利

スワップ) 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

  ヘッジ対象 

  相場変動による損失の

可能性があり、相場変動

が評価に反映されていな

いもの及びキャッシュ・

フローが固定され、その

変動が回避されるもの 

    

        

  ③ ヘッジ方針 

主に当社の内部規定であ

る「金融市場リスク管理方

針」に基づき、相場変動及

び金利変動をヘッジしてい

ます。 

なお、主なリスクとして

借入金の金利変動をヘッジ

しています。 

③ ヘッジ方針 

同 左 

  

③ ヘッジ方針 

同 左 

        

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理

を採用しているため、ヘッ

ジ有効性評価は省略してい

ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法

同 左 

④ ヘッジ有効性評価の方法

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） 

  （６）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

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います

が、工期12か月以上、請負

金額１億円以上の国内工事

及び工期12か月以上、請負

金額10億円以上の海外工事

については工事進行基準に

よっています。 

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は49,974百

万円です。 

（６）その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

① 完成工事高の計上基準 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は56,510百

万円です。 

（６）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  

① 完成工事高の計上基準 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  

なお、工事進行基準によ

った完成工事高は117,306

百万円です。 

        

  ② 消費税等の会計処理  ② 消費税等の会計処理  ② 消費税等の会計処理  

 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理は、

税抜方式によっています。 

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 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっていま

す。 

同 左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 
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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）を適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、35,227百万円です。 

 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いま

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

適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、34,951百万円です。 

 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

り作成しています。  

  

- 24 -

鉄建建設㈱ （1815） 平成20年３月期中間決算短信



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関係)   (中間連結貸借対照表関係)   

 「有価証券」 

前中間連結会計期間において流動資産に区分掲記し

ていました「有価証券」については、当中間連結会計

期間は総資産の100分の1以下であるため、流動資産の

「その他」に含めて表示することとしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「有価証券」は75百万

円です。 

  

─────────── 

  

  

 「建物・構築物」 

前中間連結会計期間において固定資産に区分掲記し

ていました「建物・構築物」については、当中間連結

会計期間は総資産の100分の5以下であるため、有形固

定資産の「その他」に含めて表示することとしまし

た。 

 なお、当中間連結会計期間の「建物・構築物」は

7,805百万円です。  

  

─────────── 

  

  

─────────── 

  

  

「未払金」   

「未払金」については、前中間連結会計期間におい

て流動負債の「その他」に含めて表示していました

が、当中間連結会計期間において負債及び純資産の合

計額の100分の5を超えることとなったため、区分掲記

することとしました。 

 なお、前中間連結会計期間の「未払金」は6,695百万

円です。  

  

 「完成工事補償引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「完成工事補償引当金」については、当中

間連結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1

以下であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示

することとしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「完成工事補償引当

金」は394百万円です。 

  

─────────── 

  

  

 「賞与引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「賞与引当金」については、当中間連結会

計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下であ

るため、流動負債の「引当金」に含めて表示すること

としました。 

 なお、当中間連結会計期間の「賞与引当金」は738百

万円です。 

  

─────────── 
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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） 

 「偶発損失引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「偶発損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「偶発損失引当金」は

298百万円です。 

  

─────────── 

  

  

 「工事損失引当金」 

前中間連結会計期間において流動負債に区分掲記し

ていました「工事損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、流動負債の「引当金」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「工事損失引当金」は

1百万円です。 

  

─────────── 

  

  

 「偶発損失引当金」 

前中間連結会計期間において固定負債に区分掲記し

ていました「偶発損失引当金」については、当中間連

結会計期間は負債及び純資産の合計額の100分の1以下

であるため、固定負債の「引当金」として表示するこ

ととしました。 

  

─────────── 

  

  

  「負ののれん」 

 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」と表示しています。 

  

 ─────────── 

  

 

- 26 -

鉄建建設㈱ （1815） 平成20年３月期中間決算短信



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） 

（中間連結損益計算書関係） （中間連結損益計算書関係） 

「販売費及び一般管理費」 

 従来、販売費及び一般管理費については、中間連結

損益計算書において費目別に区分掲記していました

が、当中間連結会計期間から中間連結損益計算書の一

覧性及び明瞭性を高めるため、中間連結損益計算書は

「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な

項目を注記する方法に変更しました。 

 なお、当中間連結会計期間において販売費及び一般

管理費を従来の方法により区分掲記した場合の費目別

金額は次のとおりです。 

１ 従業員給料手当 2,513百万円

２ 賞与引当金繰入額 300 

３ 退職給付費用 312 

４ 役員退職慰労引当金繰入額 4 

５ 法定福利費 337 

６ 通信交通費 367 

７ 調査研究費 82 

８ 交際費 76 

９ 地代家賃 181 

10 減価償却費 94 

11 その他 1,054 

    計 5,325 

   

─────────── 

「負ののれん償却額」 ─────────── 

 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」と表示しています。 

  

  

─────────── 「投資有価証券評価損」 

  「投資有価証券評価損」については、前中間連結会

計期間において特別損失の「その他」に含めて表示し

ていましたが、当中間連結会計期間において特別損失

総額の100分の10を越えることとなったため、区分掲

記することとしました。     

なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券評価

損」は29百万円です。 

    

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

  「負ののれん償却額」 ─────────── 

 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」と表示しています。 
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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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

            11,389百万円                   10,362百万円                  10,142百万円 

      

※２．当社は、土地の再評価に関する

法律に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部

に計上しています。 

※２．同 左 ※２．当社は、土地の再評価に関する

法律に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部

に計上しています。 

   ・再評価の方法    ・再評価の方法 

      土地の再評価に関する法律施

行令第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２

条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、奥行き価格補

正等の合理的な調整を行って算

出しています。 

     土地の再評価に関する法律施

行令第２条第４号に定める路線

価及び路線価のない土地は第２

条第３号に定める固定資産税評

価額に基づいて、奥行き価格補

正等の合理的な調整を行って算

出しています。 

    ・再評価を行った年月日     ・再評価を行った年月日 

                平成12年３月31日   平成12年３月31日 

    ・再評価を行った土地の当連結会

計年度末における時価の合計額

と再評価後の帳簿価額の合計額

との差額 

                 4,323百万円 

      

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

3,582百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,921百万円

の担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

3,287百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,865百万円

の担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

（１）下記の資産は、長期借入金

4,131百万円及び短期借入金(長期

借入金よりの振替分)1,942百万円

の担保に供しています。 

建物・構築物 1,153百万円 

土地 663 

投資有価証券 12,076 

計 13,894 

建物・構築物   1,107百万円

土地 663 

投資有価証券 13,395 

計 15,165 

建物・構築物   1,129百万円

土地 663 

投資有価証券 14,221 

計 16,014 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

（２）下記の資産は工事履行保証等と

して得意先等へ差入れています。 

現金預金     275百万円

投資有価証券 27 

計 303 

現金預金    127百万円

投資有価証券 19 

計 147 

現金預金      258百万円

投資有価証券 22 

計 281 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

（３）下記の資産は関連会社等の借入

金等の担保に供しています。 

投資有価証券   22百万円

長期貸付金 63 

 計 85 

（３）下記の資産は関連会社等の借入

金等の担保に供しています。 

投資有価証券 22百万円

長期貸付金 61 

 計 83 

（３）下記の資産は関連会社等の借入

金等の担保に供しています。 

投資有価証券    22百万円

長期貸付金 63 

 計 85 

      

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

 ４．偶発債務 

（１）連結会社以外の会社等の金融機

関借入金等について保証を行って

います。 

  ① 借入金保証 

マンション購入者     105百万円

堀倉庫㈱ 38 

当社従業員 28 

計 172 

  ① 借入金保証 

マンション購入者    88百万円

堀倉庫㈱ 38 

当社従業員 21 

計 147 

  ① 借入金保証 

マンション購入者     98百万円

堀倉庫㈱ 38 

当社従業員 25 

計 162 

  ② 住宅分譲手付金等保証   ② 住宅分譲手付金等保証   ② 住宅分譲手付金等保証 

㈱大京 134百万円

ライフハウジング㈱ 38 

計 173 

合 計 345 

㈱大京 381百万円

ダイア建設㈱ 164 

計 545 

合 計 693 

㈱大京   285百万円

ダイア建設㈱ 163 

ライフハウジング㈱ 5 

計 454 

合 計 616 

   

（２）ＰＦＩ事業に係る履行保証保険

契約に対する保証債務 

墨田コートハウス

サービス㈱  
171百万円

八千代ゆりのき台

ＰＦＩ㈱ 
99 

合 計 270 

    

（２）   ────── （２）ＰＦＩ事業に係る履行保証保険

契約に対する保証債務 

墨田コートハウス

サービス㈱  
  171百万円

合 計 171 

※５．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しています。 

 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、次の満期手形が中間連結会計

期間末日残高に含まれていま

す。  

※５．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しています。 

 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、次の満期手形が中間連結会計

期間末日残高に含まれていま

す。  

※５．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

もって決済処理しています。 

 なお、当連結会計年度の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が連結会計年度末日残

高に含まれています。  

  

受取手形    37百万円

支払手形 88 

  

受取手形 20百万円

支払手形 38 

  

受取手形    224百万円

支払手形 21 
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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．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

です。 

  

従業員給料手当 2,513百万円

賞与引当金繰入額 300  

退職給付費用 312  

法定福利費 337  

福利厚生費 236  

通信交通費 367 

    

  

従業員給料手当 1,952百万円

賞与引当金繰入額 221  

退職給付費用 244  

法定福利費 273  

通信交通費  274 

    

  

従業員給料手当 5,119百万円

賞与引当金繰入額 251 

退職給付費用 590 

法定福利費 645 

福利厚生費 354 

通信交通費 708 

地代家賃 349 

    

※２．前期損益修正益の内訳 

損害保険金差額 67百万円

未払金戻入額 27 

その他 7 

 合 計 102 

※２．前期損益修正益の内訳 

償却済債権取立額 17百万円

その他 3 

 合 計 21 

※２．前期損益修正益の内訳 

損害保険金差額   67百万円

償却済債権取立額 42 

未払金戻入額 29 

その他 39 

 合 計 179 
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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．減損損失  ※３．減損損失  ※３．減損損失 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産について減

損損失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

建設 大阪府 １件  
建物・構築物

他 

不動産

賃貸 
東京都他 ２件  

建物・構築

物、土地 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産について減

損損失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

不動産

賃貸 
新潟県 １件 

建物・構築

物、土地 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損

失を計上しました。 

用途 場所 件数 種類 

建設 大阪府 １件  

建物・構築

物、電話加入

権他 

不動産

賃貸 
東京都他 ２件 

建物・構築

物、土地 

その他 東京都他 １件  電話加入権 

 当社グループは、建設事業につい

ては各支店及び事業所単位に、不動

産賃貸事業及びその他事業について

は個別物件毎にグルーピングしてい

ます。 

 近年の予想し得ない不動産価格の

下落及び賃料相場の低迷並びに競争

激化による収益性の低下等により、

上記資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

164百万円として特別損失に計上し

ています。 

 その内訳は、建物・構築物140百

万円、土地9百万円、その他15百万

円です。 

 なお、各資産の回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のいずれか高

い価額としています。正味売却価額

は路線価及び固定資産税評価額等を

基に評価し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを2.5％で割り引いて

算定しています。 

  

 当社グループは、建設事業につい

ては各支店及び事業所単位に、不動

産賃貸事業及びその他事業について

は個別物件毎に、また、将来使用が

見込まれない資産については処分予

定資産として、グルーピングしてい

ます。 

 近年の予想し得ない不動産価格の

下落及び賃料相場の低迷並びに競争

激化による収益性の低下等により、

上記資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

76百万円として特別損失に計上して

います。 

 その内訳は、建物・構築物54百万

円、土地22百万円です。 

 なお、資産の回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを2.5％で割り引い

て算定しています。 

  

 当社グループは、建設事業につい

ては各支店及び事業所単位に、不動

産賃貸事業及びその他事業について

は個別物件毎に、また、将来使用が

見込まれない資産については処分予

定資産として、グルーピングしてい

ます。 

 近年の予想し得ない不動産価格の

下落及び賃料相場の低迷並びに競争

激化による収益性の低下等により、

上記資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

180百万円として特別損失に計上し

ています。 

 その内訳は、建物・構築物140百

万円、土地9百万円、その他31百万

円です。 

 なお、各資産の回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のいずれか高

い価額としています。建物・構築

物、土地等の正味売却価額は路線価

及び固定資産税評価額等を基に評価

し、使用価値は将来キャッシュ・フ

ローを2.5％で割り引いて算定し、

電話加入権の正味売却価額は買取会

社への売却予定額としています。 

  

※４.     ──────  ※４.     ──────  ※４．特別損失「その他」の内訳 

投資有価証券評価損  29百万円

投資有価証券売却損 29 

契約解除損失 163 

その他 62 

 合 計 284 
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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に関する事項 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加24,402株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

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に関する事項 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加20,199株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

株式の種類 
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） 

   普通株式  156,689,563 － － 156,689,563 

株式の種類 
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） 

普通株式 261,991 24,402 － 286,393 

 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29日 

 定時株主総会 
普通株式 391  2.50  平成18年３月31日 平成18年６月30日 

株式の種類 
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） 

   普通株式  156,689,563 － － 156,689,563 

株式の種類 
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） 

普通株式 302,849 20,199 － 323,048 
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加40,858株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

株式の種類 
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） 

   普通株式  156,689,563 － － 156,689,563 

株式の種類 
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） 

普通株式 261,991 40,858 － 302,849 

 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29日 

 定時株主総会 
普通株式 391 2.50  平成18年３月31日 平成18年６月30日 

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連
結会計期間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連
結会計期間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連結会
計年度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  21,934百万円

預入期間が３か

月を超える定期

預金 

△80 

現金及び現金同
等物 

21,854 

現金預金勘定  14,804百万円

現金及び現金同
等物 

14,804 

現金預金勘定  19,335百万円

現金及び現金同
等物 

19,335 

      

  ２．   ──────  ２．   ──────   ２．当連結会計年度に株式の売却

により連結子会社でなくなった

会社の資産及び負債の主な内訳 

    ㈱岡崎ゴルフ倶楽部（平成19年

２月28日現在） 

流動資産 333百万円

固定資産 1,725百万円

 資産合計 2,059百万円

流動負債 69百万円

固定負債 1,259百万円

 負債合計 1,329百万円
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：ゴルフ場等に関する事業 

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) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：建設資機材等の販売他 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 65,056 2,962 1,007 69,025 － 69,025 

(２)セグメント間の内部売上高 0 236 7,358 7,595 （7,595） － 

計 65,056 3,199 8,365 76,620 （7,595） 69,025 

営業費用 67,760 2,845 8,312 78,918 （7,654） 71,263 

営業利益 

又は営業損失（△） 
△2,703 353 53 △2,297 （△59） △2,238 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 71,702 1,528 465 73,695 － 73,695 

(２)セグメント間の内部売上高 － 187 8,458 8,646 （8,646） － 

計 71,702 1,715 8,924 82,341 （8,646） 73,695 

営業費用 72,627 1,058 8,889 82,575 （8,626） 73,948 

営業利益 

又は営業損失（△） 
△925 657 34 △233 （19） △252 
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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) 

(注)１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しています。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業 ：土木・建築その他建設工事全般 

不動産事業：不動産の売買及び賃貸他不動産全般 

その他事業：ゴルフ場等に関する事業 

２．所在地別セグメント情報 

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全セグメントの売上高の合計に占める「日

本」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

３．海外売上高 

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海外売上高が連結売上高の10％未満のた

め、海外売上高の記載を省略しています。 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(１)外部顧客に対する売上高 176,586 4,652 1,879 183,117 － 183,117 

(２)セグメント間の内部売上高 16 447 17,997 18,460 (18,460) － 

計 176,602 5,099 19,877 201,578 (18,460) 183,117 

営業費用 180,837 3,936 19,800 204,574 (18,539) 186,034 

営業利益         

又は営業損失（△） 
△4,235 1,162 76 △2,996 （△79） △2,916 
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（１株当たり情報） 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中

間（当期）純損失であるため記載していません。  

(注)２ １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

（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、デリバティブ取引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います。 

  

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） 

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 

   225.23円          212.69円                         223.49円 

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

          45.43円                1.99円                 52.71円 

  
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)純損失金額       

中間(当期)純損失（△）(百万円) △7,106 △311 △8,244 

普通株式に係る中間(当期)純損失

（△）(百万円) 
△7,106 △311 △8,244 

期中平均株式数(千株) 156,416 156,375 156,404 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

  

  

  

 第３回無担保転換

社債。潜在株式の数

は5,241千株です。 

 同 左  同 左 
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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) 

対前
中間
期比 

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(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   21,323   14,331     18,537   

２受取手形   1,821   2,604     3,194   

３完成工事未収入金   53,089   61,293     81,226   

４販売用不動産   3,178   2,678     2,929   

５未成工事支出金   13,872   15,336     7,801   

６兼業事業支出金   1,767   3,789     3,281   

７その他   10,629   13,947     14,499   

貸倒引当金   △16   △7     △49   

流動資産合計     105,666 66.9  113,972 69.3 8,305   131,420 71.7

Ⅱ固定資産                

１有形固定資産                

(1)土地   12,094   11,771     11,742   

(2)その他   6,048   5,829     5,896   

有形固定資産計   18,143   17,600   △542 17,638   

２無形固定資産   157   171   14 163   

３投資その他の資産                

(1)投資有価証券   30,461   29,160     31,514   

(2)その他   6,989   6,999     6,012   

貸倒引当金   △3,503   △3,385     △3,384   

投資その他の資
産計 

  33,947   32,774   △1,172 34,142   

固定資産合計     52,248 33.1  50,547 30.7 △1,701   51,944 28.3

資産合計     157,915 100.0  164,519 100.0 6,604   183,365 100.0
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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 

前事業年度の 
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   8,656   7,264     10,204   

２工事未払金   23,099   26,467     39,144   

３短期借入金   33,033   36,181     37,654   

４社債(１年以内償
還予定) 

  600   600     600   

５未払金   8,404   12,513     11,569   

６未成工事受入金   10,910   8,446     6,857   

７預り金   －   8,237     6,824   

８引当金   1,408   3,102     1,873   

９工事損失引当金   －   －     2,188   

10その他   7,286   437     637   

流動負債合計     93,398 59.2  103,251 62.8 9,853   117,552 64.1

Ⅱ固定負債                

  １社債   9,800   9,200     9,500   

２転換社債   4,728   4,728     4,728   

３長期借入金   4,038   3,627     4,681   

４再評価に係る繰延
税金負債 

  3,578   3,408     3,551   

５退職給付引当金   8,332   7,979     8,176   

６引当金   317   228     272   

７その他   16   6     1,037   

固定負債合計     30,811 19.5  29,178 17.7 △1,633   31,947 17.4

負債合計     124,210 78.7  132,429 80.5 8,219   149,499 81.5

(純資産の部)               

Ⅰ株主資本               

 １資本金    18,293 11.6  18,293 11.1 －   18,293 10.0

 ２資本剰余金               

  (1)資本準備金  5,289   5,289     5,289   

  資本剰余金合計    5,289 3.3  5,289 3.2 －   5,289 2.9

 ３利益剰余金               

  (1)利益準備金  80   80     80   

  (2)その他利益剰余金               

別途積立金  6,100   －     6,100   

繰越利益剰余金  △5,228   △66     △5,888   

  利益剰余金合計    951 0.6  13 0.0 △937   291 0.1

 ４自己株式    △42 △0.0  △48 △0.0 △6   △45 △0.0

  株主資本合計    24,491 15.5  23,547 14.3 △943   23,829 13.0

Ⅱ評価・換算差額等               

１その他有価証券評
価差額金 

   7,941 5.0  7,428 4.5 △513   8,804 4.8

 ２土地再評価差額金    1,272 0.8  1,114 0.7 △157   1,232 0.7

評価・換算差額等
合計 

   9,213 5.8  8,542 5.2 △671   10,036 5.5

   純資産合計    33,705 21.3  32,090 19.5 △1,615   33,866 18.5

    負債純資産合計    157,915 100.0  164,519 100.0 6,604   183,365 100.0
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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(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   64,528   70,506     174,276   

２兼業事業売上高   1,259 65,788 100.0 1,563 72,070 100.0 6,281 3,020 177,296 100.0

Ⅱ売上原価                

１完成工事原価   62,238   67,647     169,177   

２兼業事業売上原価   1,053 63,291 96.2 911 68,559 95.1 5,267 1,992 171,170 96.5

売上総利益                

完成工事総利益   2,290   2,859     5,098   

兼業事業総利益   205 2,496 3.8 651 3,511 4.9 1,014 1,028 6,126 3.5

Ⅲ販売費及び一般管理
費     5,044 7.7  3,922 5.4 △1,122   9,626 5.5

営業損失（△）     △2,548 △3.9  △411 △0.5 2,137   △3,500 △2.0

Ⅳ営業外収益                

１受取利息   34   50     75   

２その他   265 299 0.5 298 348 0.4 49 539 614 0.4

Ⅴ営業外費用                

１支払利息   336   426     572   

２その他   44 381 0.6 8 435 0.6 54 252 825 0.5

経常損失（△）     △2,629 △4.0  △497 △0.7 2,132   △3,711 △2.1

Ⅵ特別利益                

１前期損益修正益   998   89     149   

２関係会社株式売却
益   －   －     1,196   

３その他   10 1,009 1.5 7 97 0.1 △912 969 2,315 1.3

Ⅶ特別損失                

１特別瑕疵補修損失   －   164     －   

２兼業事業支出金評
価損   －   －     762   

３偶発損失引当金繰
入額   －   －     640   

４その他   315 315 0.4 177 342 0.4 27 455 1,859 1.0

税引前中間（当
期）純損失（△）     △1,936 △2.9  △743 △1.0 1,192   △3,254 △1.8

法人税、住民税及
び事業税   82   52     162   

法人税等調整額   5,301 5,384 8.2 △400 △347 △0.5 △5,731 4,602 4,765 2.7

中間（当期）純損
失（△）     △7,320 △11.1  △396 △0.5 6,924   △8,020 △4.5
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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） 

（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す。 

 

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 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰 
余金合計 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） 
18,293 5,289 5,289 80 6,100 2,589 8,769 △37 32,314 

中間会計期間中の変動額          

  剰余金の配当（注）      △391 △391  △391 

中間純損失           △7,320 △7,320   △7,320 

土地再評価差額金の取崩           △106 △106   △106 

自己株式の取得               △5 △5 

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） 
－ － － － － △7,818 △7,818 △5 △7,823 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
18,293 5,289 5,289 80 6,100 △5,228 951 △42 24,491 

 

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） 
8,719 1,166 9,885 42,200 

中間会計期間中の変動額     

  剰余金の配当（注）    △391 

中間純損失       △7,320 

土地再評価差額金の取崩       △106 

自己株式の取得       △5 

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額） 
△778 106 △672 △672 

中間会計期間中の変動額合計 

 （百万円） 
△778 106 △672 △8,495 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
7,941 1,272 9,213 33,705 
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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 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰 
余金合計 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） 
18,293 5,289 5,289 80 6,100 △5,888 291 △45 23,829 

中間会計期間中の変動額          

  別途積立金の取崩     △6,100 6,100 －  － 

中間純損失           △396 △396   △396 

土地再評価差額金の取崩           117 117   117 

自己株式の取得               △3 △3 

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） 
－ － － － △6,100 5,821 △278 △3 △281 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
18,293 5,289 5,289 80 － △66 13 △48 23,547 

 

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） 
8,804 1,232 10,036 33,866 

中間会計期間中の変動額     

  別途積立金の取崩    － 

中間純損失       △396 

土地再評価差額金の取崩   △117 △117 － 

自己株式の取得       △3 

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額） 
△1,376   △1,376 △1,376 

中間会計期間中の変動額合計 

 （百万円） 
△1,376 △117 △1,494 △1,776 

平成19年９月30日残高 

（百万円） 
7,428 1,114 8,542 32,090 
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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） 

（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す。 

 

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 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰 
余金合計 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） 
18,293 5,289 5,289 80 6,100 2,589 8,769 △37 32,314 

事業年度中の変動額          

  剰余金の配当（注）      △391 △391  △391 

当期純損失           △8,020 △8,020   △8,020 

土地再評価差額金の取崩           △66 △66   △66 

自己株式の取得               △7 △7 

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） 
－ － － － － △8,477 △8,477 △7 △8,485 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
18,293 5,289 5,289 80 6,100 △5,888 291 △45 23,829 

 

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） 
8,719 1,166 9,885 42,200 

事業年度中の変動額     

  剰余金の配当（注）    △391 

当期純損失       △8,020 

土地再評価差額金の取崩   66 66 － 

自己株式の取得       △7 

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額） 
84   84 84 

事業年度中の変動額合計 

 （百万円） 
84 66 151 △8,334 

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
8,804 1,232 10,036 33,866 
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６．個別受注高、売上高、繰越高の状況 
  

部門別受注高・売上高比較表 

  部門別 
前期繰越高 

(百万円) 

期中受注高 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

期中売上高 

(百万円) 

次期繰越高 

(百万円) 

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） 

建設事業 

土木 
96,135 

( 50.8%) 

24,969 

( 44.9%) 

121,105 

( 49.4%) 

29,494 

( 44.8%) 

91,611 

( 50.8%) 

建築 
93,248 

( 49.2%) 

30,606 

( 55.1%) 

123,855 

( 50.6%) 

35,034 

( 53.3%) 

88,820 

( 49.2%) 

計 
189,383 

( 100.0%) 

55,576 

( 100.0%) 

244,960 

( 100.0%) 

64,528 

( 98.1%) 

180,431 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,259 

(  1.9%) 

－ 

(－) 

合 計 
189,383 

( 100.0%) 

55,576 

( 100.0%) 

244,960 

( 100.0%) 

65,788 

( 100.0%) 

180,431 

( 100.0%) 

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） 

建設事業 

土木 
92,150 

( 54.3%) 

31,336 

( 45.6%) 

123,486 

( 51.8%) 

29,448 

( 40.8%) 

94,038 

( 56.0%) 

建築 
77,526 

( 45.7%) 

37,439 

( 54.4%) 

114,966 

( 48.2%) 

41,058 

( 57.0%) 

73,907 

( 44.0%) 

計 
169,677 

( 100.0%) 

68,776 

( 100.0%) 

238,453 

( 100.0%) 

70,506 

( 97.8%) 

167,946 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,563 

(  2.2%) 

－ 

(－) 

合 計 
169,677 

( 100.0%) 

68,776 

( 100.0%) 

238,453 

( 100.0%) 

72,070 

( 100.0%) 

167,946 

( 100.0%) 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

建設事業 

土木 
96,135 

( 50.8%) 

73,907 

( 47.8%) 

170,042 

( 49.4%) 

77,892 

( 43.9%) 

92,150 

( 54.3%) 

建築 
93,248 

( 49.2%) 

80,662 

( 52.2%) 

173,910 

( 50.6%) 

96,383 

( 54.4%) 

77,526 

( 45.7%) 

計 
189,383 

( 100.0%) 

154,569 

( 100.0%) 

343,953 

( 100.0%) 

174,276 

( 98.3%) 

169,677 

( 100.0%) 

兼業事業 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

3,020 

(  1.7%) 

－ 

(－) 

合 計 
189,383 

( 100.0%) 

154,569 

( 100.0%) 

343,953 

( 100.0%) 

177,296 

( 100.0%) 

169,677 

( 100.0%) 
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発注先別受注高、売上高、繰越高比較表 

(受注高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

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） 

土木 7,226 28.9 17,743 71.1 24,969 100.0 

建築 554 1.8 30,052 98.2 30,606 100.0 

合計 7,781 14.0 47,795 86.0 55,576 100.0 

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） 

土木 4,928 15.7 26,408 84.3 31,336 100.0 

建築 1,481 4.0 35,957 96.0 37,439 100.0 

合計 6,410 9.3 62,365 90.7 68,776 100.0 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

土木 16,598 22.5 57,308 77.5 73,907 100.0 

建築 2,210 2.7 78,451 97.3 80,662 100.0 

合計 18,808 12.2 135,760 87.8 154,569 100.0 

(売上高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

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） 

土木 11,849 40.2 17,644 59.8 29,494 100.0 

建築 630 1.8 34,404 98.2 35,034 100.0 

合計 12,479 19.3 52,049 80.7 64,528 100.0 

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） 

土木 10,083 34.2 19,364 65.8 29,448 100.0 

建築 1,574 3.8 39,483 96.2 41,058 100.0 

合計 11,658 16.5 58,848 83.5 70,506 100.0 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

土木 28,064 36.0 49,828 64.0 77,892 100.0 

建築 3,208 3.3 93,175 96.7 96,383 100.0 

合計 31,272 17.9 143,003 82.1 174,276 100.0 

(繰越高)  

  部門別 

官公庁 民間 合計 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(%) 

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） 

土木 37,358 40.8 54,253 59.2 91,611 100.0 

建築 3,768 4.2 85,051 95.8 88,820 100.0 

合計 41,126 22.8 139,304 77.2 180,431 100.0 

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） 

土木 25,360 27.0 68,678 73.0 94,038 100.0 

建築 2,753 3.7 71,154 96.3 73,907 100.0 

合計 28,113 16.7 139,833 83.3 167,946 100.0 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

土木 30,515 33.1 61,635 66.9 92,150 100.0 

建築 2,846 3.7 74,680 96.3 77,526 100.0 

合計 33,361 19.7 136,315 80.3 169,677 100.0 
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