
                                      

 

平成 19年 12 月 25 日 

各 位 

 

会 社 名  株式会社 塩見ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長   塩見信孝 

（コード番号2414・大証２部） 

問合せ先  責任者 管理本部長 平元義明 

担当者          月村 豊 

 

 

（修正・訂正）「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部修正・訂正について 

 
 
平成19年11月12日に発表いたしました「平成20年３月期 中間決算短信」の一部に変更が生じましたので下

記の通り修正・訂正いたします。 

なお、修正箇所が多岐にわたるため、修正箇所に下線を付して表示したサマリー及び付属資料の該当ページ

を参考資料として添付しております。 

 
記 

【修正・訂正理由】 

１． 前回発表時後に、当社及び連結子会社において、債権の一部に回収懸念債権が生じたため、会計監査人と

の協議の結果、貸倒引当金の増額を行いました。 

２． 連結子会社間での内部取引の会計処理を会計監査人の指摘により、修正いたしました。 

３． 連結子会社の売上計上方法を会計監査人の指摘により、修正いたしました。 

４． 上記以外に記載誤りがありましたので一部訂正いたします。 

 
【修正・訂正内容】 

１ページ 

平成 20年３月期 中間決算短信 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

半期報告書提出予定日 平成 19 年 12 月 21 日 平成 19 年 12 月 26 日 

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 平成 19年９月中間期 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

「売上高」の金額 14,977 百万円 14,989 百万円

「売上高」の増減率 9.8％ 9.9％

「営業利益」の金額 △309 百万円 △398 百万円

「経常利益」の金額 △330 百万円 △419 百万円

「中間（当期）純利益」の金額 △443 百万円 △531 百万円

１株当たり中間（当期）純利益 △16 円 27 銭 △19 円 48 銭

 
 



                                      
（2）連結財務諸表 平成 19年９月中間期 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

総資産 34,120 百万円 34,169 百万円

純資産 6,001 百万円 5,914 百万円

自己資本比率 17.6％ 17.3％

１株当たり純資産 220 円 04 銭 216 円 86 銭

（参考）自己資本 6,001 百万円 5,914 百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況 平成 19年９月中間期 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

営業活動によるキャッシュ・フロー 997 百万円 1,000 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,225 百万円 3,226 百万円

現金及び現金同等物期末残高 2,338 百万円 2,340 百万円

 

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） 

 〈訂正前〉 〈訂正後〉 

１株当たり当期純利益 32 円 61 銭 25 円 67 銭
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（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）連結経営成績 平成 19年９月中間期 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

「営業利益」の金額 29 百万円 18 百万円

「営業利益」の増減率 △59.7％ △73.8％

「経常利益」の金額 △15 百万円 △25百万円

「中間（当期）純利益」の金額 △18 百万円 △28百万円

１株当たり中間（当期）純利益 △０円 68 銭 △１円 06 銭

（2）個別財務諸表 平成 19年９月中間期 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

総資産 15,163 百万円 15,152 百万円

純資産 5,655 百万円 5,644 百万円

１株当たり純資産 207 円 35 銭 206 円 97 銭

（参考）自己資本 5,655 百万円 5,644 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） 

 〈訂正前〉 〈訂正後〉 

１株当たり当期純利益 22 円 90 銭 18 円 70 銭
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１． 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

〈修正前〉 〈修正後〉 

この結果、当中間連結会計期間の受注高は、建築

基準法の改正に伴う建築確認・検査の厳格化等によ

る住宅投資の減少などの影響により、20,198百万円

（前年同期比22.5％減）となりましたが、売上高は前

この結果、当中間連結会計期間の受注高は、建築

基準法の改正に伴う建築確認・検査の厳格化等によ

る住宅投資の減少などの影響により、20,131百万円

（前年同期比22.7％減）となりましたが、売上高は前



                                      
連結会計年度受注工事の完成により、14,977百万円

（前年同期比9.8％増）となりました。しかしながら、利

益につきましては、上半期に比べて下半期に完成す

る業務・工事の割合が大きいこと等により、営業損失

309百万円（前年同期実績404百万円の損失）、経常

損失は330百万円（前年同期実績320百万円の損

失）、また、貸倒引当金の計上等により中間純損失は

443百万円（前年同期実績108百万円の損失）となり

ました。 

連結会計年度受注工事の完成により、14,989百万円

（前年同期比9.9％増）となりました。しかしながら、利

益につきましては、上半期に比べて下半期に完成す

る業務・工事の割合が大きいこと等により、営業損失

398百万円（前年同期実績404百万円の損失）、経常

損失は419百万円（前年同期実績320百万円の損

失）、また、貸倒引当金の計上等により中間純損失は

531百万円（前年同期実績108百万円の損失）となり

ました。 

ただし、前中間連結会計期間の受注高には、成幸

工業㈱（現 ㈱成幸利根）の繰越受注残高2,062百万

円が含まれており、それを考慮した前年同期比は、

15.8％減であります。 

ただし、前中間連結会計期間の受注高には、成幸

工業㈱（現 ㈱成幸利根）の繰越受注残高 2,062 百

万円が含まれており、それを考慮した前年同期比

は、16.1％減であります。 

（設計事業） 

設計事業は、前年同期より２社増１社減の９社で建

築設計・耐震診断・設備設計・設計監理等を営んで

おります。改正建築基準法が６月に施行され、建築

確認審査が厳格化されたことに伴い、若干の事業の

遅れが生じたこともあり、受注高2,111百万円（前年同

期比2.5％減）、売上高1,567百万円（前年同期比

2.4％減）となりましたが、販売費及び一般管理費の

削減により営業利益は、120百万円（前年同期比

463.0％増）となりました。 

（設計事業） 

設計事業は、前年同期より２社増２社減の９社で建

築設計・耐震診断・設備設計・設計監理等を営んで

おります。改正建築基準法が６月に施行され、建築

確認審査が厳格化されたことに伴い、若干の事業の

遅れが生じたこともあり、受注高2,117百万円（前年同

期比2.2％減）、売上高1,573百万円（前年同期比

2.0％減）となりましたが、販売費及び一般管理費の

削減により営業利益は、109百万円（前年同期比

413.3％増）となりました。 

（建設事業） 

建設事業は、利根ジオテック株式会社と成幸工業

株式会社の吸収分割より生まれた株式会社成幸利

根を含め８社で建築付帯設備工事・型枠鉄筋工事・

地下構築物築造杭地業工事・建築工事を営んでおり

ます。設計事業と同様に、改正建築基準法の影響も

あり、受注高は17,005 百万円（前年同期比24.0％

減）、売上高は、建築基準法改正以前の受注工事の

完成もあり、11,686 百万円（前年同期比 11.5％増）と

なりましたが、営業利益については下半期に完成す

る工事の割合が大きいこと等により、79 百万円の損

失（前年同期 163 百万円損失）となりました。 

（建設事業） 

建設事業は、利根ジオテック株式会社と成幸工業

株式会社の吸収分割より生まれた株式会社成幸利

根を含め８社で建築付帯設備工事・型枠鉄筋工事・

地下構築物築造杭地業工事・建築工事を営んでおり

ます。設計事業と同様に、改正建築基準法の影響も

あり、受注高は16,916 百万円（前年同期比24.4％

減）、売上高は、建築基準法改正以前の受注工事の

完成もあり、11,686 百万円（前年同期比 11.5％増）と

なりましたが、営業利益については下半期に完成す

る工事の割合が大きいこと等により、93 百万円の損

失（前年同期 163 百万円損失）となりました。 

（建材事業） 

建材事業は、エスピー・スリー販売株式会社がイン

シナー商事株式会社に吸収合併されたことにより、前

年同期より１社減の３社でコンクリート二次製品・生コ

ン・建築資機材等の製造販売を営んでおります。受

注高1,473 百万円（前年同期比2.1％減）売上高

1,081 百万円（前年同期比28.1％減）、営業利益につ

いては、営業経費等の削減に努めたものの、37 百万

円の損失（前年同期 52百万円損失）となりました。 

（建材事業） 

建材事業は、エスピー・スリー販売株式会社がイン

シナー商事株式会社に吸収合併されたことにより、前

年同期より１社減の３社でコンクリート二次製品・生コ

ン・建築資機材等の製造販売を営んでおります。受

注高1,097 百万円（前年同期比27.1％減）売上高

1,320 百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益につ

いては、営業経費等の削減に努めたものの、36 百万

円の損失（前年同期 52百万円損失）となりました。 
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（2）財務状態に関する分析 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

〈修正前〉 〈修正後〉 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等

物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して51百万円増加し、当中間連結会計期間末に

は2,338百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等

物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して53百万円増加し、当中間連結会計期間末に

は2,340百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

〈修正前〉 〈修正後〉 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フローは、未成業務・工事支出金の減少額2,272

百万円（前年同期比201.4％増）を計上しております

が、売上債権の減少額2,826百万円（前年同期比

2.1％減）、未成業務・工事受入金等の増加額957百

万円（前年同期比19.3％増）等により、997百万円の

収入（前年同期比312.2％増）となりました。 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フローは、未成業務・工事支出金の減少額2,272

百万円（前年同期比201.4％増）を計上しております

が、売上債権の減少額2,748百万円（前年同期比

4.9％減）、未成業務・工事受入金等の増加額1,015

百万円（前年同期比26.5％増）等により、1,000百万

円の収入（前年同期比313.1％増）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

〈修正前〉 〈修正後〉 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシ

ュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,988

百万円（前年同期比86.1％増）、短期貸付けによる支

出2,278百万円（前年同期比183.7％増）等により、

3,255百万円の使用（前年同期は1,824百万円の使

用）となりました。 

 当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシ

ュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,988

百万円（前年同期比86.1％増）、短期貸付けによる支

出2,278百万円（前年同期比183.7％増）等により、

3,226百万円の使用（前年同期は1,824百万円の使

用）となりました。 

   （参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

自己資本比率 17.6％ 17.3％

時価ベースの自己資本比率 23.7％ 23.6％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 7.3 年 7.1 年

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 4.6 倍 4.4 倍
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４．中間連結財務諸表 

（1）中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

  （資産の部） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅰ流動資産１．現金及び預金 2,746,013 千円 2,733,384 千円

Ⅰ流動資産２．受取手形及び完成業務・工事

未収入金等 
5,216,351 千円 5,294,895 千円

Ⅰ流動資産３．未成業務・工事支出金 5,946,975 千円 5,946,999 千円

Ⅰ流動資産５．その他たな卸資産 630,866 千円 620,946 千円

Ⅰ流動資産６．繰延税金資産 161,609 千円 160,469 千円

Ⅰ流動資産８．その他 181,439 千円 181,228 千円

Ⅰ流動資産 貸倒引当金 △109,559 千円 △117,425 千円

Ⅰ流動資産 流動資産合計 17,130,312 千円 17,177,113 千円



                                      
Ⅰ流動資産 流動資産合計 構成比 50.2％ 50.3％

Ⅰ流動資産 流動資産合計 増減 1,646,442 千円 1,693,244 千円

Ⅱ固定資産１．有形固定資産(5）その他 102,189 千円 102,573 千円

Ⅱ固定資産１．有形固定資産 合計 12,267,532 千円 12,267,916 千円

Ⅱ固定資産１．有形固定資産 構成比 36.0％ 35.9％

Ⅱ固定資産１．有形固定資産 増減 1,816,591 千円 1,816,976 千円

Ⅱ固定資産２．無形固定資産(２）その他 107,827 千円 107,833 千円

Ⅱ固定資産２．無形固定資産合計 2,447,810 千円 2,447,816 千円

Ⅱ固定資産２．無形固定資産 構成比 7.2％ 7.1％

Ⅱ固定資産２．無形固定資産 増減 △107,420 千円 △107,414 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 

(1）投資有価証券 
135,796 千円 135,773 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 

(3）繰延税金資産 
360,479 千円 364,725 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 

(4）その他 
1,187,542 千円 1,200,560 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 

貸倒引当金 
△677,610 千円 △693,159 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 合計 2,275,291 千円 2,276,984 千円

Ⅱ固定資産３．投資その他の資産 増減 88,980 千円 90,673 千円

固定資産合計 16,990,634 千円 16,992,717 千円

固定資産合計 構成比 49.8％ 49.7％

固定資産合計 増減 1,798,151 千円 1,800,234 千円

資産合計 34,120,947 千円 34,169,831 千円

資産合計 増減 3,444,594 千円 3,493,479 千円
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  （負債の部） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅰ流動負債１．支払手形及び業務・工事未払

金等 
5,467,875 千円 5,520,423 千円

Ⅰ流動負債５．未成業務・工事受入金 3,412,594 千円 3,470,239 千円

Ⅰ流動負債６．賞与引当金 30,827 千円 41,179 千円

Ⅰ流動負債10．その他 1,713,826 千円 1,731,302 千円

Ⅰ流動負債 流動負債合計 19,555,088 千円 19,693,109 千円

Ⅰ流動負債 流動負債合計 構成比 57.3％ 57.6％

Ⅰ流動負債 流動負債合計 増減 1,229,479 千円 1,367,500 千円

Ⅱ固定負債６．負ののれん 1,382,918 千円 1,380,566 千円

固定負債合計 8,564,359 千円 8,562,007 千円

固定負債合計 増減 293,867 千円 291,516 千円

負債合計 28,119,447 千円 28,255,116 千円

負債合計 構成比 82.4％ 82.7％

負債合計 増減 1,523,346 千円 1,659,015 千円

  

 

 



                                      
 （純資産の部） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅰ株主資本３．利益剰余金 954,464 千円 866,760 千円

Ⅰ株主資本３．利益剰余金 構成比 2.8％ 2.5％

Ⅰ株主資本３．利益剰余金 増減 371,892 千円 284,189 千円

株主資本合計 6,002,404 千円 5,914,700 千円

株主資本合計 構成比 17.6％ 17.3％

株主資本合計 増減 1,980,667 千円 1,892,963 千円

Ⅱ評価・換算差額等３．為替換算調整勘定 7,096 千円 8,015 千円

Ⅱ評価・換算差額等３．為替換算調整勘定 

増減 

5,757 千円 6,676 千円

評価・換算差額等合計 △904 千円 14 千円

評価・換算差額等合計 増減 1,228 千円 2,147 千円

純資産合計 6,001,499 千円 5,914,714 千円

純資産合計 構成比 17.6％ 17.3％

純資産合計 増減 1,921,248 千円 1,834,463 千円

負債純資産合計 34,120,947 千円 34,169,831 千円

負債純資産合計 増減 3,444,595 千円 3,493,479 千円
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（2）中間連結損益計算書 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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅰ売上高 14,977,306 千円 14,989,709 千円

Ⅰ売上高 増減 1,336,642 千円 1,349,046 千円

Ⅱ売上原価 13,113,594 千円 13,182,779 千円

Ⅱ売上原価 百分比 87.6％ 87.9％

Ⅱ売上原価 増減 1,322,553 千円 1,391,739 千円

 売上総利益 1,863,712 千円 1,806,930 千円

売上総利益 百分比 12.4％ 12.1％

 売上総利益 増減 14,088 千円 △42,693 千円

Ⅲ販売費及び一般管理費 2,173,429 千円 2,205,793 千円

Ⅲ販売費及び一般管理費 百分比 14.5％ 14.8％

Ⅲ販売費及び一般管理費 増減 △81,104 千円 △48,741 千円

 営業利益又は営業損失（△） △309,717 千円 △398,862 千円

 営業利益又は営業損失（△） 百分比 △2.0％ △2.7％

 営業利益又は営業損失（△） 増減 95,193 千円 6,049 千円

Ⅳ営業外収益１．受取利息 36,278 千円 32,112 千円

Ⅳ営業外収益合計 326,453 千円 322,287 千円

Ⅳ営業外収益合計 増減 7,478 千円 3,312 千円

Ⅴ営業外費用１．支払利息 243,199 千円 239,038 千円

Ⅴ営業外費用３．支払手数料 54,597 千円 54,775 千円

Ⅴ営業外費用５．持分法投資損失 4,796 千円 4,818 千円

Ⅴ営業外費用６．その他 44,059 千円 44,066 千円

Ⅴ営業外費用合計 346,860 千円 342,907 千円

Ⅴ営業外費用合計 増減 111,912 千円 107,960 千円

 経常利益又は経常損失（△） △330,124 千円 △419,482 千円



                                      
 経常利益又は経常損失（△） 百分比 △2.2％ △2.8％

 経常利益又は経常損失（△） 増減 △9,241 千円 △98,599 千円

Ⅵ特別利益７．その他 1,955 千円 3,939 千円

Ⅵ特別利益合計 59,372 千円 61,356 千円

Ⅵ特別利益合計 増減 △144,691 千円 △142,707 千円

Ⅶ特別損失４．投資有価証券評価損 7,286 千円 －

Ⅶ特別損失５．貸倒引当金繰入額 267,583 千円 258,263 千円

Ⅶ特別損失９．その他 － 19,544 千円

Ⅶ特別損失合計 311,450 千円 314,887 千円

Ⅶ特別損失合計 増減 237,889 千円 241,297 千円

 税金等調整前中間(当期)純利益又は純損

失(△) 
△582,202 千円 △673,012 千円

 税金等調整前中間(当期)純利益又は純損

失(△) 百分比 
3.9％ 4.5％

 税金等調整前中間(当期)純利益又は純損

失(△) 増減 
△391,822 千円 △482,633
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 法人税、住民税及び事業税 36,381 千円 29,180 千円

 過年度法人税等還付額 △38,316 千円 －

 法人税等調整額 △136,557 千円 △170,779 千円

 法人税等調整額合計 △138,492 千円 △141,599 千円

 法人税等調整額合計 百分比 △0.9％ △1.0％

 法人税等調整額合計 増減 △66,886 千円 △69,993 千円

 中間(当期)純利益又は純損失（△） △443,709 千円 △531,413 千円

 中間(当期)純利益又は純損失（△） 百分比 △3.0％ △3.5％

 中間(当期)純利益又は純損失（△） 増減 △324,935 千円 △423,096 千円
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

中間純損失／株主資本 利益剰余金 △443,709 千円 △531,413 千円

中間純損失／株主資本 株主資本合計 △443,709 千円 △531,413 千円

中間連結会計期間中の変動額合計 

／株主資本 利益剰余金 
△825,551 千円 △913,256 千円

中間連結会計期間中の変動額合計 

／株主資本 株主資本合計 
△825,606 千円 △913,310 千円

平成19年９月30日残高 

／株主資本 利益剰余金 
954,464 千円 866,760 千円

平成19年９月30日残高 

／株主資本 株主資本合計 
6,002,404 千円 5,914,700 千円

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) 

／評価・換算差額等 為替換算調整勘定 

2,497 千円 3,416 千円

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) 

／評価・換算差額等 評価・換算差額等合計 

△4,304 千円 △3,385 千円



                                      
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)／純資産合計 
△4,304 千円 △3,385 千円

中間連結会計期間中の変動額合計 

／評価・換算差額等 為替換算調整勘定 
2,497 千円 3,416 千円

中間連結会計期間中の変動額合計 

／評価・換算差額等 評価・換算差額等合計 
△4,304 千円 △3,385 千円

中間連結会計期間中の変動額合計 

／純資産合計 
△829,910 千円 △916,695 千円

平成19年９月30日残高 

／評価・換算差額等 為替換算調整勘定 
7,096 千円 8,015 千円

平成19年９月30日残高 

／評価・換算差額等 評価・換算差額等合計 
△904 千円 14 千円

平成19年９月30日残高／純資産合計 6,001,499 千円 5,914,714 千円
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書  

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） 

  Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー   

  〈修正前〉 〈修正後〉 

税金等調整前中間(当期)純利益又は純損失

(△) 
△582,202 千円 △673,012 千円

貸倒引当金の増加・減少(△)額 239,061 千円 262,476 千円

賞与引当金の増加・減少(△)額 △56,230 千円 △45,878 千円

受取利息及び配当金 △38,000 千円 △33,834 千円

支払利息 243,199 千円 239,038 千円

持分法投資損失 4,796 千円 4,818 千円

売上債権の減少・増加(△)額 2,826,969 千円 2,748,072 千円

未成業務・工事支出金の減少・増加(△)額 △2,272,147 千円 △2,272,171 千円

仕入債務の増加・減少(△)額 △1,509,112 千円 △1,456,564 千円

未成業務・工事受入金等の増加・減少(△)額 957,376 千円 1,015,021 千円

その他 1,231,453 千円 1,259,396 千円

小計  1,128,147 千円 1,130,346 千円

小計 増減 637,445 千円 639,645 千円

利息及び配当金の受取額 21,471 千円 17,305 千円

利息の支払額 △230,363 千円 △226,202 千円

営業活動によるキャッシュ・フロー 997,917 千円 1,000,111 千円

営業活動によるキャッシュ・フロー 増減 755,819 千円 758,013 千円
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  Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー   

  〈修正前〉 〈修正後〉 

定期預金の預入による支出 △225,325 千円 △235,347 千円

定期預金の払戻による収入 51,325 千円 75,346 千円

投資有価証券の取得による支出 △2,735 千円 △1,735 千円

新規連結子会社の取得による支出 △61,077 千円 △76,429 千円

事業譲受による支出 － △73,095 千円



                                      
その他 △76,425 千円 △4,329 千円

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,225,226 千円 △3,226,178 千円

投資活動によるキャッシュ・フロー 増減 △1,400,930 千円 △1,402,282 千円

Ⅳ現金及び現金同等物にかかる換算差額 1,334 千円 1,864 千円

Ⅳ現金及び現金同等物にかかる換算差額

増減 
△3,531 千円 △3,001 千円

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 51,714 千円 53,085 千円

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 増減  △355,780 千円 △354,409 千円

Ⅷ現金及び現金同等物の中間期末(期末)残  

高 
2,338,955 千円 2,340,326 千円

Ⅷ現金及び現金同等物の中間期末(期末)残  

高 増減 
48,496 千円 49,867 千円
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（会計方法の変更） 

〈修正前〉 〈修正後〉 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正

に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調

整前中間純損失は、それぞれ14,217千円増加してお

ります。 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正

に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調

整前中間純損失は、それぞれ5,888千円増加してお

ります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 
8,448,952 千円 8,449,032 千円

２．担保資産及び担保付債務 

 (1)担保資産  当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

仕掛販売用不動産 165,364 千円 156,188 千円

合計 9,529,819 千円 9,520,643 千円

 (3) 

 〈修正前〉 〈修正後〉 

上記のほか、投資有価証券36,605千円、建物及び

構築物10,713千円、土地902,412千円、投資その他

の資産のその他（投資不動産）165,364千円を第三者

の債務の担保として提供しております。 

上記のほか、投資有価証券36,583千円、建物及び

構築物10,713千円、土地902,412千円、投資その他

の資産のその他（投資不動産）156,188千円を第三者

の債務の担保として提供しております。 
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３．受取手形割引高および裏書譲渡高 

   当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

受取手形割引高 2,625,546 千円 2,207,583 千円

受取手形割引譲渡高 695,351 千円 693,427 千円

５．中間連結会計期間末日満期手形 

   当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

受取手形 21,798 千円 1,287 千円

支払手形 351,324 千円 230,207 千円

 

（中間連結損益計算書関係） 

２．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額は次のとおりであります。 

   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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

給料手当 604,513 千円 604,612 千円

支払手数料 260,341 千円 260,356 千円

貸倒引当金繰入額 4,793 千円 37,029 千円
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

   当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

     〈修正前〉 〈修正後〉 

現金及び預金勘定 2,746,013 千円 2,733,384 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △407,057 千円 △393,057 千円

現金及び現金同等物 2,338,955 千円 2,340,326 千円
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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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

売上高 (1)外部顧客に対する売上高 

／設計事業 
1,567,662 千円 1,573,756 千円

売上高 (1)外部顧客に対する売上高 

／建材事業 
1,314,022 千円 1,320,331 千円

売上高 (1)外部顧客に対する売上高 

／計 
14,977,306 千円 14,989,709 千円

売上高 (1)外部顧客に対する売上高 

／連結 
14,977,306 千円 14,989,709 千円

売上高 (2)セグメント間の内部売上高又は

振替高／建設事業 
41,087 千円 34,589 千円

売上高 (2)セグメント間の内部売上高又は

振替高／建材事業 
177,107 千円 148,558 千円

売上高 (2)セグメント間の内部売上高又は 357,991 千円 322,944 千円



                                      
振替高／計 

売上高 (2)セグメント間の内部売上高又は

振替高／消去又は全社 
（357,991 千円） （322,944 千円）

計／設計事業 1,649,643 千円 1,655,738 千円

計／建設事業 11,727,519 千円 11,721,021 千円

計／建材事業 1,491,130 千円 1,468,889 千円

計／計 15,335,297 千円 15,312,653 千円

計／消去又は全社 （357,991 千円） （322,944 千円）

計／連結 14,977,306 千円 14,989,709 千円

営業費用／設計事業 1,529,195 千円 1545915 千円

営業費用／建設事業 11,807,390 千円 11,814,515 千円

営業費用／建材事業 1,528,308 千円 1,505,642 千円

営業費用／その他事業 414,254 千円 414,132 千円

営業費用／計 15,345,176 千円 15,346,233 千円

営業費用／消去又は全社 △58,152 千円 42,339 千円

営業費用／連結 15,287,024 千円 15,388,572 千円

営業利益又は営業損失／設計事業 120,448 千円 109,823 千円

営業利益又は営業損失／建設事業 △79,871 千円 △93,494 千円

営業利益又は営業損失／建材事業 △37,178 千円 △36,752 千円

営業利益又は営業損失／その他事業 △76,860 千円 △76,738 千円

営業利益又は営業損失／計 △9,878 千円 △33,579 千円

営業利益又は営業損失／消去又は全社 （299,839 千円） （365,283 千円）

営業利益又は営業損失／連結 △309,717 千円 △398,862 千円

  (注)３． 

〈修正前〉 〈修正後〉 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額は329,061千円であり、その

主なものは提出会社の管理部門にかかる費用であり

ます。 

営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額は339,629千円であり、その

主なものは提出会社の管理部門にかかる費用であり

ます。 
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（１株当たり情報） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

１株当たり純資産額 220 円 04 銭 216 円 86 銭

１株当たり中間純損失 16 円 27 銭 19 円 48 銭

中間(当期)純利益 △443,709 千円 △531,413 千円

普通株式に係る中間(当期)純利益 △443,709 千円 △531,413 千円
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５．受注の状況 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

設計事業／受注高 2,111,578 千円 2,117,673 千円

設計事業／前年同期増減率 △2.5％ △2.2％

建設事業／受注高 17,005,776 千円 16,916,157 千円

建設事業／前年同期増減率 △24.0％ △24.4％

建材事業／受注高 1,081,392 千円 1,097,574 千円



                                      
建材事業／前年同期増減率 △28.1％ △27.1％

合計  ／受注高 20,198,748 千円 20,131,405 千円

合計  ／前年同期増減率 △22.5％ △22.7％

  (注)４． 

〈修正前〉 〈修正後〉 

前年同期の受注高には成幸工業㈱（現 ㈱成幸利

根）の繰越受注高2,062百万円が含まれており、それ

を考慮した前年同期増減率は、建設事業△16.3％、

合計△15.8％であります。 

前年同期の受注高には成幸工業㈱（現 ㈱成幸利

根）の繰越受注高2,062百万円が含まれており、それ

を考慮した前年同期増減率は、建設事業△16.9％、

合計△16.1％であります。 
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６．中間個別財務諸表 

（1）中間貸借対照表 当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

  （資産の部） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅱ固定資産 貸倒引当金 △32,119 千円 △42,619 千円

Ⅱ固定資産 投資その他の資産合計 5,903,081 千円 5,892,581 千円

Ⅱ固定資産 固定資産合計 6,482,309 千円 6,471,899 千円

Ⅱ固定資産 固定資産合計 構成比 42.8％ 42.7％

Ⅱ固定資産 固定資産合計 増減 737,223 千円 726,724 千円

資産合計 15,163,444 千円 15,152,944 千円

資産合計 増減 4,270,260 千円 4,259,760 千円

  （純資産の部） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

 資本剰余金合計 構成比 18.7％ 18.8％

３．利益剰余金 繰越利益剰余金  282,752 千円 272,252 千円

３．利益剰余金 繰越利益剰余金 増減 △39,601 千円 △50,101 千円

３．利益剰余金 利益剰余金合計  282,752 千円 272,252 千円

３．利益剰余金 利益剰余金合計 構成比 1.9％ 1.8％

３．利益剰余金 利益剰余金合計 増減 △39,601 千円 △50,101 千円

株主資本合計 5,655,657 千円 5,645,157 千円

株主資本合計 増減 1,569,172 千円 1,558,673 千円

純資産合計 5,655,388 千円 5,644,888 千円

純資産合計 増減 1,570,172 千円 1,559,673 千円

負債純資産合計 15,163,444 千円 15,152,944 千円

負債純資産合計 増減 4,270,260 千円 4,259,750 千円
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（2）中間損益計算書 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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

Ⅲ販売費及び一般管理費 334,796 千円 345,170 千円

Ⅲ販売費及び一般管理費 百分比 89.3％ 92.1％

Ⅲ販売費及び一般管理費 増減 149,274 千円 159,648 千円

営業利益 29,330 千円 18,956 千円

営業利益 百分比 7.8％ 5.1％

営業利益 増減 △43,138 千円 △53,512 千円



                                      
Ⅳ営業外収益 81,994 千円 77,828 千円

Ⅳ営業外収益 百分比 21.9％ 20.8％

Ⅳ営業外収益 増減 38,685 千円 34,520 千円

Ⅴ営業外費用 126,940 千円 122,774 千円

Ⅴ営業外費用 百分比 33.9％ 32.8％

Ⅴ営業外費用 増減 8,015 千円 3,849 千円

経常利益 △15,615 千円 △25,989 千円

経常利益 百分比 △4.2％ △6.4％

経常利益 増減 △12,467 千円 △22,841 千円

Ⅵ特別損失 百分比 0.2％ 0.3％

税引前中間(当期)純利益又は純損失(△) △16,515 千円 △26,889 千円

税引前中間(当期)純利益又は純損失(△) 百

分比 

4.4％ 7.2％

税引前中間(当期)純利益又は純損失(△) 増

減 

△13,367 千円 △23,741 千円

中間(当期)純利益又は純損失(△) △18,469 千円 △28,843 千円

中間(当期)純利益又は純損失(△) 百分比 △4.9％ △7.7％

中間(当期)純利益又は純損失(△) 増減 △13,523 千円 △23,897 千円
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（3）中間株主資本等変動計算書 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） 

  〈修正前〉 〈修正後〉 

中間純損失／株主資本 その他利益剰余金繰

越利益剰余金 
△18,469 千円 △28,843 千円

中間純損失／株主資本 利益剰余金合計 △18,469 千円 △28,843 千円

中間純損失／株主資本 株主資本合計 △18,469 千円 △28,843 千円

中間会計期間中の変動額合計／株主資本 そ

の他利益剰余金 繰越利益剰余金 
△400,312 千円 △410,686 千円

中間会計期間中の変動額合計／株主資本 繰

越利益剰余金合計 
△400,312 千円 △410,686 千円

中間会計期間中の変動額合計 

／株主資本 株主資本合計 
△400,366 千円 △410,740 千円

平成19年９月30日残高／株主資本 その他利

益剰余金 繰越利益剰余金 
282,752 千円 272,252 千円

平成19年９月30日残高 

／株主資本 繰越利益剰余金合計 
282,752 千円 272,252 千円

平成19年９月30日残高 

／株主資本 株主資本合計 
5,655,657 千円 5,645,157 千円

平成19年３月31日残高／純資産合計 6,055,070 千円 6,054,944 千円

中間純損失／純資産合計 △18,469 千円 △28,843 千円

中間会計期間中の変動額合計 

／純資産合計 
△399,681 千円 △410,055 千円

平成19年９月30日残高／純資産合計 5,655,388 千円 5,644,888 千円

 

以上 
 














































