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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 68,574 △12.9 △4,092 － △4,335 － △4,462 －

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

19年12月期 184,411 － 4,936 － 4,599 － △280 －

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

20年６月中間期 △99 75 － －

19年６月中間期 △40 71 － －

19年12月期 △6 26 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 △3百万円 19年６月中間期 38百万円 19年12月期 91百万円

(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

20年６月中間期 146,765 37,646 24.0 787 87

19年６月中間期 146,082 41,326 26.7 871 28

19年12月期 157,985 42,569 25.4 898 23

（参考）自己資本 20年６月中間期 35,242百万円 19年６月中間期 38,988百万円 19年12月期 40,186百万円

(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

20年６月中間期 18,552 △9,502 4,141 35,725

19年６月中間期 13,778 △505 △4,430 23,463

19年12月期 2,033 △3,372 9,254 22,534

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － 9 00 9 00

20年12月期 － － －

20年12月期（予想） － 5 00 5 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 165,000 △10.5 △3,300 － △3,900 － △4,000 － △89 41
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４．その他

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

新規 １社 (㈱ＡＧＡ) 除外 ２社
(ジークライト㈱、

㈱阿賀高原開発)　

（注）詳細は、６ページ及び７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、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） 20年６月中間期 44,940,557株 19年６月中間期 44,940,557株 19年12月期 44,940,557株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 209,289株 19年６月中間期 191,726株 19年12月期 200,393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、38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20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 37,717 △8.5 △4,368 － △4,418 － △5,341 －

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

19年12月期 113,327 － 3,532 － 3,291 － 260 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △119 35

19年６月中間期 △48 75

19年12月期 5 83

(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

20年６月中間期 86,216 14,527 16.9 324 69

19年６月中間期 82,379 18,075 21.9 403 82

19年12月期 92,122 20,323 22.1 454 13

（参考）自己資本 20年６月中間期 14,527百万円 19年６月中間期 18,075百万円 19年12月期 20,323百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 97,000 △14.4 △3,500 － △3,800 － △4,700 － △105 03

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項については４ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の経営成績

　当上半期のわが国経済は、サブプライム問題の顕在化以降に生じた世界的な金融不安や資源価格の高騰による物価

上昇などを背景として、内需の牽引役である民間設備投資や個人消費が鈍化していることに加え、輸出の減速により

外需も低迷するなど、景気の先行きに対する不透明感を残すことになりました。

　建設業界におきましては、公共建設投資は、国及び地方公共団体とも依然として縮減傾向にあるうえ、入札制度改

革などにより、受注環境は質的変化を伴いながら過酷な受注競争状態が続きました。

　また、民間建設投資においても、建設市場全体が供給過剰にあることや、サブプライム問題の影響による不動産分

野への融資姿勢の変化、原材料費・労務費の上昇、建築基準法やまちづくり三法の改正など、市場環境は厳しさを増

しており、熾烈な競争を余儀なくされました。

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

化や、官公庁工事における総合評価方式への対応力強化、ＦＰＳ（＝フクダ・プロダクション・システム）による総

コストの低減、グループ企業再編等の積極的な取り組みを推進してまいりました。

　その結果、当中間連結会計期間の連結業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、上半期の受注が低調であったことや手持ち工事の施工が想定の進捗率を下回り、前年同期比12.9％減の

685億円余となりました。利益面では、受注競争の激化や、資材価格の高騰などによる工事採算性の悪化により、売上

総利益は前期比28.8％減の39億円余、また、不動産分野の市況の影響から工事代金債権等の回収可能性に鑑み営業債

権に対して貸倒引当金28億円余を設定したため営業損失は40億円余（前年同期は営業損失４百万円余）、経常損失は

43億円余（前年同期は経常損失１億円余）となりました。また、関係会社株式の売却益72億円余を特別利益に計上し

ましたが、保証債務損失引当金繰入額26億円余、従業員の早期退職に伴う特別加算金見込額14億円、投資不動産の利

回り低下による匿名組合出資の評価損12億円余、不動産証券化案件として受注参画した物件を当社が保有した場合の

価格低下による損失負担に備えるため偶発損失引当金繰入額12億円余、販売用不動産評価損10億円余、減損損失７億

円余、過年度分の役員退職慰労引当金２億円余などを計上した結果、中間純損失は44億円余（前年同期は中間純損失

18億円余）となりました。

　また、当社単体の業績は次のとおりとなりました。

　売上高は、前期比8.5％減の377億円余となりました。利益面では、上半期の建築工事の受注が低調だったことや施

工が想定した工事進捗率を下回り、利益率も低下したため、売上総利益は前期比36.7％減の８億円余、工事代金債権

等の回収可能性に鑑み貸倒引当金を設定したため営業損失は43億円余（前年同期は営業損失９億円余）となり、経常

損失は44億円余（前年同期は経常損失９億円余）となりました。また、貸倒引当金戻入益63億円を計上したものの、

上記のとおり、当社が保有する債権等の将来の偶発損失や処分損の発生に備えるため引当金等を繰入れたことにより、

中間純損失は53億円余（前年同期は中間純損失21億円余）となりました。　

  当中間連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は以下のとおりであります。

（受注工事）

オリックス不動産㈱ 西五反田三丁目計画新築工事

東京都 警視庁赤坂警察署庁舎（２０）改築工事

国土交通省 三原バイパス第１トンネル工事

吾妻電力㈱ 吾妻木質バイオマス発電設備建設工事

（完成工事）

イオン㈱ イオンＳｕＣ盛岡渋民店新築工事

㈱共立エステート ドーミーイン弘前新築工事

㈱日商エステム エステムコート博多堅粕新築工事

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路葛山工事

　なお、事業別セグメントの業績については次のとおりであります。

(建設事業)

　売上高は前年同期比約15.0％減の592億円余となり、営業損失は43億円余（前年同期は営業損失７億円余）となりま

した。

(不動産事業)

　売上高は前年同期比約27.3％増の19億円余となり、営業損失は１億円余（前年同期は営業利益93百万円余）となり

ました。　

(その他事業)

　売上高は前年同期比約1.9％減の90億円余となり、営業利益は１億円余（前年同期は営業利益７億円余）となりまし

た。
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②当期の見通し

　今後のわが国経済は、米国経済の景気後退懸念、株式・為替市場の変動、資源価格の騰勢など、世界経済の動向に

注視する必要があり、景気の先行きは予断を許さない状況です。

　建設業界におきましては、公共建設投資の縮減傾向から、各社ともに民間工事を軸とした受注競争に注力しており

ますが、住宅取得マインドの鈍化による分譲マンション在庫の上昇など、民間建設投資の分野においても減速懸念が

あることから、更なる企業間競争は避けられない見通しであり、今後とも経営を取り巻く環境は厳しさを増していく

ものと思われます。

　これらの情勢を勘案して、通期（平成２０年１２月期）の連結業績につきましては、売上高1,650億円、営業損失　

33億円、経常損失39億円、当期純損失40億円を見込んでおります。

　また、当社単独の業績につきましては、受注高810億円、売上高970億円、営業損失35億円、経常損失38億円、当期

純損失47億円の見込みであります。　

(2）財政状態に関する分析

　キャッシュ・フローにつきましては、工事及び不動産収支において収入超過となったため営業活動によるキャッ

シュ・フローが約185億円のプラスとなり、また必要な有形固定資産の取得により投資活動によるキャッシュ・フロー

は約95億円のマイナスとなっております。また建設事業の必要資金を確保するとともに、一部を借入金等の返済に充

当した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは約41億円のプラス、有利子負債は、前期末に比べ実質約77億円の

減少となりました。

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

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

利子負債を圧縮して、金融費用の削減と財務体質の強化を図ってまいります。

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりであります。

平成18年12月期 平成19年12月期
平成20年６月

中間期

自己資本比率（％） 27.8 25.4 24.0

時価ベースの自己資本比率（％） 12.3 10.6 11.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 2,100.3 188.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 3.0 43.1

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産

      時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

  ①株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

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

の支払額を使用しております。

  ③有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。

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

であったため記載しておりません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、企業価値の向上を目指し、事業環境の急激な変化に対応するためより一層の合理化を図り、更なる事業展

開を進め、グループ全体の内部留保を維持し健全な経営基盤を確保するとともに、経営環境やグループ業績の動向を

総合的に勘案して利益還元に努めていくことを基本方針といたします。

　しかしながら、当期の株主配当につきましては、平成２０年通期の業績見込みを踏まえ、年間配当を１株当たり５

円とさせていただきたいと存じます。
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(4）事業等のリスク

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

ある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計年度末日現

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

りません。

① 建設投資の動向

　国及び地方公共団体の財政状態の変化により公共建設投資が減少した場合や、国内外の経済情勢の変化に伴い民間

建設投資が縮小した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 新規事業の展開

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

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

③ 大型工事受注及び不動産事業の展開

　民間工事のウエイトを戦略的に高める方針のもと、一定の基準内で、不動産証券化型案件・大型立替工事案件の受

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

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

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

場合には、全体の事業の売上総利益率に影響を及ぼす可能性があります。

④ 信用リスク

　取引先が信用不安に陥った場合には、工事代金の全額回収が困難となることにより、業績等に影響を及ぼす可能性

があります。

  また、一定の取引先や関係会社の不動産売買手付金及び借入金債務に対し債務保証を行っているため、万一これら

の取引先等に債務不履行が発生した場合は、保証債務を履行することにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 建設資材の価格変動

　建設工事のために調達している建設関連資材の大幅な価格変動が生じた場合は、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑥ 金融市場の変動

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

⑦ 労働災害

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

を受けることなどにより、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 法的規制等

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

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

適用基準の変更等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　また、コンプライアンス体制の充実を図っておりますが、これらの法令に違反した場合、行政処分を受けることな

どにより、業績、事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 訴訟等

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

を及ぼす可能性があります。　
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社46社、関連会社８社で構成され、建設事業、不動産事業を主な事業としており、そ

の他事業では建設工事関連資機材の賃貸や製造販売事業、ゴルフ施設関連事業等各事業に関連するサービスを幅広く展

開しております。

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

事業の種類別セグメントは同一であります。

建設事業 当社が建設工事の受注、施工を行うほか、子会社の福田道路㈱他25社、関連会社の創伸建設㈱他６社が建

設工事の受注、施工を行っており、その一部は当社が発注しております。

不動産事業 当社が不動産の売買、賃貸及び開発に関する事業を行っているほか、子会社の福田道路㈱他５社、関連会

社の㈱高建他１社が不動産事業を行っております。

その他事業 子会社の福田道路㈱他13社、関連会社の創伸建設㈱他６社は建設工事関連資機材の賃貸や製造販売等を行っ

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

の㈱ＡＧＡがゴルフ場を経営しており、当社は、ゴルフ場施設の工事を受注しております。子会社の㈱デ

ザイン工房は福祉施設、㈱湯巡り万華郷は温浴施設を、それぞれ経営しております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。 

 

そ の 他 事 業 

得      意      先 

当              社 

建  設  事  業 

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

ジオテクサービス㈱ 
その他８社 

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

新潟舗材㈱ 
その他２社 

不 動 産 事 業 

子会社 
※１ 福田道路 
※１ フクダハウジング㈱ 
※１ ㈱興和 
※１ 福田不動産㈱ 

その他２社 
関連会社 
※２ ㈱高建 
※２ 創伸建設㈱ 

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

ジオテクサービス㈱ 
その他16社 

関連会社 
※２ 創伸建設㈱ 
※２ ㈱アドヴァンス 
※２ ㈱高建 

新潟舗材㈱ 
その他２社 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

工
事
施
工 

不
動
産
売
買

賃
貸 

不
動
産
売
買

賃
貸
・
仲
介 

不
動
産
賃
貸 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

建
設
資
機
材

販
売
賃
貸
他 

（注）１．上記の関係会社の一部は複数の事業を行っております。

２．※１の会社は連結子会社、※２の会社は持分法適用関連会社であります。

３．連結子会社であった㈱阿賀高原開発はゴルフ事業を新設分割し、㈱ＡＧＡに承継させ、連結子会社であったジ

　ークライト㈱と合併後、譲渡がなされ、連結から除外したものであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

応えられる企業集団」を目指し、グループの総合力を高めてまいります。　

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

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

実現に向け、全社一丸となって取り組んでおります。

(2）中長期経営計画と機構改革について

　当社は、平成２３年度を最終年度とする「中期経営計画」を策定し（※１）、以下に示す「新体制」のもと、中長

期の安定的な業績基盤の確立に向け、強力に改革を推進してまいる所存であります。

　中期経営計画は、「（土木事業部を中心とした）人員規模の適正化による収益構造の抜本的改革」、「マーケット

の選択と集中と経営資源の再配置による経営効率の向上」、「徹底した選別受注による採算性の改善」、「建築の受

注分野拡大による環境変化対応力の強化」、「立替工事高の抑制とミドルリスク・ミドルリターン型開発事業の展開

によるリスクおよび収益構造の改革」の５つを重点目標に掲げております。

 　※１．「中期経営計画」は平成２０年６月２０日に開示し、当社ホームページに掲載しております。

　 詳しくはそちらをご参照ください。

　機構改革にあたっては、中期経営計画の５つの重点目標をスピーディに実現するとともに、刻々と変化する経営環

境に迅速・的確に対応できる組織を目指し、権限と責任の明確化・意思決定の迅速化と透明性の確保を狙いに「シン

プルでわかりやすい組織」に再構築します。

①３事業部制への転換

　土木事業部・建築事業部・開発事業部の３事業部制により、権限と責任を明確にし、改革のスピードを上げます。

　また、安全管理機能を強化するため、土木・建築の両事業本部内に安全環境部をそれぞれ独立設置します（本社安

全環境部は、全社方針の策定と各事業部の執行状況に対する管理監督・指導機能に特化します）。

　なお、カイゼンによるコストダウンを推進する「ＦＰＳ推進室」については、それぞれの事業特性に応じたカイゼ

ンを着実に推し進めるため、土木・建築の両事業本部に、分離・移管します。

②管理部の解体と改組

　３事業部制への転換に伴い、管理部のオペレーション機能も３事業部に移管し、管理部は解体します。

　なお、本社機能については、以下のとおりに再編します。

・グループも含めた戦略機能とガバナンス機能の強化を図るため、経営企画部を強化するとともに、社長直轄の独立

組織に改組します。

・平成２０年８月１２日に発表した「業績修正に関するお知らせ」のとおり、想定外の急激な不動産不況を背景に今

期決算で甚大な損失を計上するに至りましたが、その教訓を生かし、審査部門を強化するとともに、権限を大幅に強

化します。

・総務部と人事部は経営の効率化を図ることを狙い統合・強化し「総務人事部」とします。

・経理部は「財務部」に名称変更し、資金部・経理課・会計課を統括します（会計課は、アカウント機能を本社に一

本化し、シェアードサービス化することにより、事業部制に伴うオペレーションコストを削減するものとして新設）。

・事業再編を専門に扱う「企画調査課」を新設します。

・情報システム部は、アイティーサポート株式会社（グループ企業のIＴインフラ整備等を主力事業とする子会社）と

統合し、グループのＩＴ戦略の底上げと全体最適を推進します。

③土木事業部の再編

　土木事業部は、ダイナミックに組織をシンプル＆スリム化し、管理コストの大幅な削減と効率性を追求します。ま

た、土木事業本部内に「ＦＰＳ推進室」「技術部」「技術企画部（総合評価対応部署）」「プランニング・調達部」

等を統括する「工務部」を設置し、「戦略機能のレベルアップ」と「仮説と検証のスピードアップ」を図ります。

④開発事業の統合

　これまで大型ショッピングセンターや物流施設・工場団地・宅地造成等の開発事業を手掛けてきた「開発推進部」

と、都市部におけるテナントビルや賃貸マンション等の再開発を手掛けてきた「開発事業部」については、競争力強

化と効率化を狙いに統合します（名称は「開発事業部」）。

⑤建築事業部における再編

・建築事業部は、東京事業部・新潟事業部・西日本事業部の独立採算制を継続します。

・東京事業部の営業機能は、４ソリューション制から２部制に統合します（ソリューション機能は継承）。

・新潟事業部は、組織のスリム化を図り、安定的な独立採算の基盤を確立します。

・西日本事業部は、購買と設備部を増員し、拡大を図ります。
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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19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金預金  23,756  35,917  12,161 22,775  

受取手形・完成工事未
収入金等

※３
※４

34,395  29,470  △4,925 53,959  

販売用不動産  5,971  5,556  △414 6,226  

未成工事支出金等  16,110  16,730  620 14,870  

不動産事業支出金  9,077  4,838  △4,239 5,483  

その他  7,988  7,136  △852 6,308  

貸倒引当金  △566  △3,859  △3,292 △1,057  

流動資産合計  96,732 66.2 95,791 65.3 △941 108,565 68.7

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物・構築物 ※４ 31,566  26,063  △5,503 31,393  

機械・運搬具・工具・
器具・備品

 18,690  16,361  △2,328 18,201  

土地 ※４ 19,887  19,516  △371 19,823  

建設仮勘定  3  164  161 183  

減価償却累計額  △33,346  △29,525  3,821 △33,536  

有形固定資産計  36,800  32,579  △4,220 36,066  

２　無形固定資産  726  1,835  1,109 1,804  

３　投資その他の資産         

投資有価証券  7,386  10,116  2,730 7,061  

長期貸付金  1,426  2,030  603 1,451  

繰延税金資産  1,487  2,589  1,102 1,663  

その他  3,904  4,014  109 3,598  

貸倒引当金  △2,381  △2,192  189 △2,224  

投資その他の資産計  11,822  16,558  4,735 11,549  

固定資産合計  49,349 33.8 50,974 34.7 1,624 49,419 31.3

資産合計  146,082 100 146,765 100 683 157,985 100
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

支払手形・工事未払金
等

※３ 41,626  38,924  △2,701 42,036  

短期借入金 ※４ 24,095  25,905  1,809 36,379  

未成工事受入金等  12,080  9,536  △2,544 8,450  

保証債務損失引当金　  －  2,640  2,640 －  

その他の引当金  1,160  2,336  3,815 1,001  

その他  4,751  5,222  471 5,430  

流動負債合計  83,715 57.3 84,565 57.6 850 93,298 59.1

Ⅱ　固定負債         

長期借入金 ※４ 4,927  9,039  4,112 6,333  

再評価に係る繰延税金
負債 

 1,968  1,956  △11 1,968  

退職給付引当金  4,497  4,079  △417 4,282  

役員退職慰労引当金  －  328  328 －  

会員預託金  6,914  6,816  △97 6,845  

その他 ※４ 2,733  2,333  △400 2,687  

固定負債合計  21,040 14.4 24,553 16.7 3,513 22,117 14.0

負債合計  104,755 71.7 109,118 74.3 4,363 115,415 73.1

         

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,158 3.5 5,158 3.5 － 5,158 3.3

２　資本剰余金  5,996 4.1 5,996 4.1 △0 5,996 3.8

３　利益剰余金  30,036 20.6 26,723 18.2 △3,312 31,577 20.0

４　自己株式  △99 △0.1 △105 △0.1 △6 △102 △0.1

株主資本合計  41,092 28.1 37,772 25.7 △3,319 42,629 27.0

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 803 0.6 388 0.3 △415 463 0.3

２　土地再評価差額金  △2,907 △2.0 △2,918 △2.0 △11 △2,906 △1.9

評価・換算差額等合計  △2,103 △1.4 △2,530 △1.7 △426 △2,443 △1.6

Ⅲ　少数株主持分  2,337 1.6 2,403 1.7 66 2,383 1.5

純資産合計  41,326 28.3 37,646 25.7 △3,680 42,569 26.9

負債純資産合計  146,082 100 146,765 100 683 157,985 100
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

完成工事高  69,668   59,197   151,897   

不動産事業売上高  1,457   1,881   16,162   

その他事業売上高  7,577 78,702 100 7,496 68,574 100 16,352 184,411 100

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価 ※１ 65,940   56,846   142,033   

不動産事業原価  1,126   1,328   11,879   

その他事業原価  6,053 73,120 92.9 6,424 64,599 94.2 13,540 167,453 90.8

売上総利益           

完成工事総利益  3,727   2,350   9,863   

不動産事業総利益  330   553   4,282   

その他事業総利益  1,524 5,582 7.1 1,071 3,975 5.8 2,811 16,957 9.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  5,586 7.1  8,068 11.8  12,021 6.5

営業利益又は営業損失
（△）

  △4 △0.0  △4,092 △6.0  4,936 2.7

Ⅳ　営業外収益           

受取利息  64   165   142   

受取配当金  51   46   78   

持分法による投資利益  38   －   91   

その他営業外収益  152 306 0.4 109 321 0.5 245 557 0.3

Ⅴ　営業外費用           

支払利息  325   428   660   

持分法による投資損失  －   3   －   

その他営業外費用  116 441 0.6 131 563 0.8 233 893 0.5

経常利益又は経常損失
（△）

  △139 △0.2  △4,335 △6.3  4,599 2.5

Ⅵ　特別利益           

固定資産売却益 ※３ 4   44   10   

貸倒引当金戻入額  101   －   －   

投資有価証券売却益  9   7,306   17   

持分変動利益  －   －   108   

その他特別利益  38 154 0.2 5 7,356 10.7 151 288 0.1

           

－ 11 －

㈱福田組（1899）　平成20年12月期中間決算短信



  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

前期損益修正損  7   6   13   

固定資産売却損 ※４ 0   0   17   

固定資産除却損 ※５ 50   53   101   

課徴金納付見込額  44   －   －   

投資有価証券評価損  24   29   56   

販売用不動産評価損  －   1,093   471   

減損損失
※６
　

－   776   1,121   

貸倒引当金繰入額  1,000   －   1,002   

過年度役員退職慰労引当金
繰入額　

 －   298   －   

従業員特別退職加算金見込
額　

 －   1,400   －   

偶発損失引当金繰入額　  －   1,234   －   

匿名組合出資評価損　  －   1,205   －   

保証債務損失引当金
繰入額 

 44   2,646   56   

その他特別損失  19 1,192 1.5 372 9,116 13.3 512 3,353 1.8

税金等調整前当期純利益又
は税金等調整前中間純損失
（△）

  △1,177 △1.5  △6,095 △8.9  1,534 0.8

法人税、住民税及び事業税  506   399   1,817   

法人税等調整額  48 555 0.7 △2,098 △1,698 △2.5 △187 1,629 0.9

少数株主利益   88 0.1  65 0.1  184 0.1

中間(当期)純損失（△）   △1,821 △2.3  △4,462 △6.5  △280 △0.2

           

－ 12 －

㈱福田組（1899）　平成20年12月期中間決算短信



(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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △402  △402

中間純損失   △1,821  △1,821

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   2  2

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ △0 △2,221 △3 △2,225

平成19年６月30日　残高

（百万円）
5,158 5,996 30,036 △99 41,092

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △402

中間純損失     △1,821

自己株式の取得     △4

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の取崩     2

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
84 △2 81 △45 35

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
84 △2 81 △45 △2,189

平成19年６月30日　残高

（百万円）
803 △2,907 △2,103 2,337 41,326
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当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 31,577 △102 42,629

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △402  △402

中間純損失   △4,462  △4,462

自己株式の取得    △3 △3

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   11  11

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ △0 △4,853 △3 △4,856

平成20年６月30日　残高

（百万円）
5,158 5,996 26,723 △105 37,772

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12月31日　残高

（百万円）
463 △2,906 △2,443 2,383 42,569

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △402

中間純損失     △4,462

自己株式の取得     △3

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の取崩     11

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）
△75 △11 △87 20 △66

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△75 △11 △87 20 △4,923

平成20年６月30日　残高

（百万円）
388 △2,918 △2,530 2,403 37,646
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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19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 32,258 △95 43,317

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △402  △402

当期純損失   △280  △280

自己株式の取得    △8 △8

自己株式の処分  △0  1 1

土地再評価差額金の取崩   2  2

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ △0 △680 △7 △687

平成19年12月31日　残高

（百万円）
5,158 5,996 31,577 △102 42,629

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
719 △2,904 △2,184 2,383 43,516

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △402

当期純損失     △280

自己株式の取得     △8

自己株式の処分      1

土地再評価差額金の取崩     2

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△255 △2 △258 △0 △258

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△255 △2 △258 △0 △946

平成19年12月31日　残高

（百万円）
463 △2,906 △2,443 2,383 42,569
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純
利益又は税金等調整
前中間純損失（△）

 △1,177 △6,095 1,534

減価償却費  782 803 1,653

減損損失　  － 776 1,121

のれん償却額　  － 21 26

負ののれん償却額  △8 － －

貸倒引当金の増加額  900 2,825 1,392

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 50 133 △104

退職給付引当金の減
少額

 △328 △177 △542

工事損失引当金の増
加額

 173 5 116

偶発損失引当金の増
加額 

 － 1,234 －

債務保証損失引当金
の増加額 

 44 2,702 56

役員退職慰労引当金
の増加額　

 － 339 －

その他引当金の増加
額（△減少額）

 △5 △29 45

受取利息及び受取配
当金

 △116 △212 △220

支払利息  325 428 660

有価証券・投資有価
証券評価損

 44 81 162

有価証券・投資有価
証券売却益

 △2 △7,293 △10

匿名組合出資評価損  － 1,205 －

持分変動利益　  － － △108

有形固定資産売却益  △0 △40 △0

持分法による投資損
失（△投資利益）

 △38 3 △91

売上債権の減少額
（△増加額）

 14,270 23,962 △5,303

棚卸資産の減少額
（△増加額）

 △3,078 △595 1,505

その他資産の減少額
（△増加額）

 △1,436 △319 484

仕入債務の増加額
（△減少額）

 3,931 △2,861 4,353
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

未成工事受入金の増
加額（△減少額）

 113 1,074 △2,554

その他負債の増加額
（△減少額）

 5 2,243 △831

その他  39 △208 127

小計  14,490 20,007 3,471

利息及び配当金の受
取額

 132 240 237

利息の支払額  △318 △430 △661

法人税等の支払額  △524 △1,265 △1,013

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 13,778 18,552 2,033

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出

 △290 △218 △351

定期預金の払戻によ
る収入

 223 251 336

有価証券の取得によ
る支出 

 △100 － △100

有価証券の売却によ
る収入

 0 0 100

有形固定資産の取得
による支出

 △875 △1,929 △2,493

有形固定資産の売却
による収入

 7 181 42

無形固定資産の取得
による支出 

 △26 △246 △1,162

投資有価証券の取得
による支出

 △8 △3,256 △75

投資有価証券の売却
による収入

 301 18 442

子会社株式の取得に
よる支出

 △2 △158 △396

子会社株式の売却に
よる収入

 1 － 1

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出 

 △55 － △55

短期貸付金の純減少
額（△増加額）

 110 134 △110

長期貸付による支出  △27 △600 △118

長期貸付金の回収に
よる収入

 92 100 314
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他投資活動によ
る支出

 △80 △4,005 △200

その他投資活動によ
る収入

 225 224 454

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △505 △9,502 △3,372

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増加
額（△減少額）

 △2,670 △11,830 10,380

長期借入れによる収
入

 1,850 16,800 6,650

長期借入金の返済に
よる支出

 △3,193 △412 △7,354

少数株主の払込によ
る収入

 3 － 3

自己株式の取得によ
る支出

 △7 △3 △11

自己株式の売却によ
る収入

 0 0 1

配当金の支払額  △399 △399 △401

少数株主への配当金
の支払額

 △12 △12 △12

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △4,430 4,141 9,254

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 8,843 13,191 7,915

Ⅴ　現金及び現金同等物期
首残高

 14,541 22,534 14,541

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物増
加額

 78 － 78

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 23,463 35,725 22,534
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　 　23社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

フクダハウジング㈱、㈱興和、㈱

レックス、㈱阿賀高原開発、㈱新

潟造園土木、㈱サイドー、ジーク

ライト㈱、福田不動産㈱、福田リ

ニューアル㈱、新潟ロードメンテ

ナンス㈱、ピーエスシー㈱、管周

推進技建㈱、㈱相模エンジ、アイ

ギ建設㈱、神大建設㈱、ライズ

ペーブ㈱、ペービックアイヅ㈱、

ナミハヤテック㈱、村上舗材㈱、

㈱デザイン工房、㈱湯巡り万華郷

なお、㈱湯巡り万華郷は、株式の

追加取得に伴い子会社となったた

め、当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることとした。 

連結子会社の数　　　　 　22社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

フクダハウジング㈱、㈱興和、㈱

レックス、㈱新潟造園土木、㈱サ

イドー、福田不動産㈱、福田リ

ニューアル㈱、新潟ロードメンテ

ナンス㈱、ピーエスシー㈱、管周

推進技建㈱、㈱相模エンジ、アイ

ギ建設㈱、神大建設㈱、ライズ

ペーブ㈱、ペービックアイヅ㈱、

ナミハヤテック㈱、村上舗材㈱、

㈱デザイン工房、㈱湯巡り万華郷、

㈱ＡＧＡ

なお、㈱ＡＧＡは新設分割により

子会社になったため連結範囲に含

めることとし、㈱阿賀高原開発は

ジークライト㈱に吸収合併され、

またジークライト㈱は株式の売却

により、子会社でなくなつたため

連結の範囲から除外している。

連結子会社の数　　　　　　23社

連結子会社名

福田道路㈱、北日本建材リース㈱、

フクダハウジング㈱、㈱興和、㈱

レックス、㈱阿賀高原開発、㈱新

潟造園土木、㈱サイドー、ジーク

ライト㈱、福田不動産㈱、福田リ

ニューアル㈱、新潟ロードメンテ

ナンス㈱、ピーエスシー㈱、管周

推進技建㈱、㈱相模エンジ、アイ

ギ建設㈱、神大建設㈱、ライズ

ペーブ㈱、ペービックアイヅ㈱、

ナミハヤテック㈱、村上舗材㈱、

㈱デザイン工房、㈱湯巡り万華郷

なお、㈱湯巡り万華郷は、株式の

追加取得に伴い子会社となったた

め、当連結会計年度から連結の範

囲に含めることとした。 

主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない。

主要な非連結子会社名は次の通り。

ジオテクサービス㈱

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない。

主要な非連結子会社名は次の通り。

  ジオテクサービス㈱ 

非連結子会社はいずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス

創伸建設㈱

持分法を適用した関連会社　４社

持分法適用の主要な関連会社名

㈱アドヴァンス 

創伸建設㈱ 

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な非連結子会社

名

ジオテクサービス㈱

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用会社は、それぞれ中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用から除外している。

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱

持分法非適用会社は、それぞれ中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法

の適用から除外している。

持分法非適用の主要な関連会社名

新潟舗材㈱ 

持分法非適用会社は、それぞれ連

結純損益及び連結利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持

分法の適用から除外している。 

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

連結子会社である㈱湯巡り万華郷の

中間決算日は2月28日である。中間

連結財務諸表作成に当たっては中間

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用している。

上記以外の連結子会社の中間決算日

は、すべて中間連結財務諸表提出会

社と同じである。

連結子会社である㈱湯巡り万華郷の

中間決算日は2月29日である。中間

連結財務諸表作成に当たっては中間

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用している。

上記以外の連結子会社の中間決算日

は、すべて中間連結財務諸表提出会

社と同じである。

連結子会社である㈱湯巡り万華郷の

決算日は8月31日である。連結財務

諸表作成に当たっては連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用している。

上記以外の連結子会社の決算はすべ

て連結財務諸表提出会社と同じであ

る。
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ  

時価法  

デリバティブ  

同左

デリバティブ 

同左 

たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

不動産事業支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

同左

不動産事業支出金

同左

その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原

価法。ただし一部の

連結子会社は最終仕

入原価法。

その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原

価法。ただし一部の

連結子会社は最終仕

入原価法。

その他棚卸資産

貯蔵品…先入先出法による原

　　　　価法

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

①平成19年3月31日以前に取得した

もの

旧定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については旧定額法）に

よっている。また、一部の連結子会

社は、旧定額法、生産高比例法に

よっている。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっている。

②平成19年4月1日以降に取得したも

の

定率法（ただし、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）に

よっている。また、一部の連結子会

社は、定額法、生産高比例法によっ

ている。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっている。  

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法）によっ

ている。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっている。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間から、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産について、

償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法

によっている。

この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業損失は75百万円、経

常損失及び税金等調整前中間純損失

は、81百万円それぞれ増加してい

る。

なお、セグメント情報に与える影響

は、セグメント情報の「ａ事業の種

類別セグメント情報」の(注）4に記

載している。

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法）によっ

ている。また、一部の連結子会社は、

定額法、生産高比例法によってい

る。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっている。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、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い

る。

これによる損益に与える影響は軽微

である。

無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法。

無形固定資産

          同左

無形固定資産

 　　　　　同左
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び連

結子会社のうち４社は、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見込

額に基づき計上している。 

賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社及び連

結子会社のうち３社は、従業員の

賞与支給に備えるため、支給見込

額に基づき計上している。 

賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子

会社のうち4社は、従業員の賞与

支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上している。

修繕引当金

中間連結財務諸表提出会社は、船

舶の定期整備に充てるため、定期

整備にかかる費用を修繕実績に応

じて計上している。

修繕引当金

同左

修繕引当金

連結財務諸表提出会社は、船舶の

定期整備に充てるため、定期整備

にかかる費用を修繕実績に応じて

計上している。

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるため、当中間連結会計期間末

に至る一年間の完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づき計上

している。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるため、当連結会計年度の完成

工事高に対する将来の見積補償額

に基づき計上している。

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備え

るため、損失発生の可能性が高く、

かつ、その損失見込額を合理的に

見積もることができる工事につい

て、当該損失見込額を計上してい

る。

工事損失引当金

同左

工事損失引当金

同左

賠償損失引当金

工事入札に係る違反の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に

備えるため、合理的な基準に基づ

き見積もることが可能な金額を計

上している。 

賠償損失引当金

同左

賠償損失引当金 

同左

保証債務損失引当金

代位弁済に伴う損失の発生に備え

るため、保証先の財政状態と担保

物件の状況を勘案して計上してい

る。 

保証債務損失引当金

同左

保証債務損失引当金

同左

─────

 

偶発損失引当金　

将来発生する可能性のある偶発損

失に備え、偶発事象毎に個別のリ

スク等を勘案し、損失発生の可能

性が高いと認識でき、かつ、損失

額を合理的に見積もることができ

る場合に当該見積額を計上してい

る。　

─────
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

─────

 

役員退職慰労引当金　

役員（委任型執行役員を含む）の

退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金支給内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を計

上している。

（会計処理の変更）　

役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理していたが、当

中間連結会計期間より「租税特別

措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会　平

成19年４月13日　監査・保証実務

委員会報告第42号）を適用し、中

間連結会計期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方

法に変更している。

この変更により、当中間連結会計

期間発生額24百万円は販売費及び

一般管理費へ、持分法適用会社分

５百万円は営業外費用へ、過年度

分相当額298百万円は特別損失に

計上している。　

この結果、従来の方法によった場

合に比べて、営業損失は24百万円、

経常損失は30百万円、税引前中間

純損失は328百万円それぞれ増加

している。

なお、セグメント情報に与える影

響は、セグメント情報の「ａ事業

の種類別セグメント情報」の

(注)5 に記載している。

─────

 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため当

連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末に発生

していると認められる額を計上し

ている。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による定額法に

より費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額

法により翌連結会計年度から費用

処理することとしている。 

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３年）による定額法に

より費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額

法により翌連結会計年度から費用

処理することとしている。
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。

同左 同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法  

  繰延ヘッジ処理によっている。

　また金利スワップ取引について

　は特例処理によっている。　

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　変動金利の借入金

③ヘッジ方針 

　借入金の金利変動リスクを回避

　する目的で金利スワップ取引を

　行っており、ヘッジ対象の識別

　は個別契約毎に行っている。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　金利スワップの特例処理の要件

　を満たしていることをもって有

　効性の判定に代えている。 

同左 同左

(6）その他（中間）連結財

務諸表作成のための基

本となる事項

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、中間連結財務諸

表提出会社及び連結子会社受注の

長期大型工事（工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上）につい

ては工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、17,849百万円である。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、中間連結財務諸

表提出会社及び連結子会社受注の

長期大型工事（工期が１年以上、

かつ請負金額３億円以上）につい

ては工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、18,359百万円である。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準

によっているが、連結財務諸表提

出会社及び連結子会社受注の長期

大型工事（工期が１年以上、かつ

請負金額３億円以上）については

工事進行基準によっている。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は、39,565百万円である。

消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は、税抜方式によっ

ている。

消費税等に相当する額の会計処理

同左

消費税等に相当する額の会計処理

同左

連結納税

連結子会社の㈱阿賀高原開発と

ジークライト㈱は連結納税を採用

している。

　　　　　───── 連結納税

連結子会社の㈱阿賀高原開発と

ジークライト㈱は連結納税を採用

している。

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなる。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

る。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間連結会計期間から、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更して

いる。 

これによる損益に与える影響は軽微で

ある。  

            ───── ───── 
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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19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

　１　偶発債務 　１　偶発債務 　１　偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金等

に対して保証を行っている。

下記の会社の金融機関からの借入金等

に対して保証を行っている。

下記の会社の金融機関からの借入金等

に対して保証を行っている。

 百万円

㈲浦安温泉物語 2,887

ＦＫ商事㈱ 1,247

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
606

新潟万代島ビルディン

グ㈱
416

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱ 
249

医療法人桑名恵風会 235

㈱カイハツ
(984)

167

㈱環境シーエスワン 30

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
19

㈱サンバーストにいが

た
1

計 5,862

 百万円

ＦＫ商事㈱ 831

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
607

新潟万代島ビルディン

グ㈱
391

ホテル朱鷺メッセ㈱ 245

医療法人桑名恵風会 173

㈱カイハツ
(894)

152

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
15

計 2,417

 百万円

㈲浦安温泉物語　 2,887

 ㈱カイハツ
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 719

新潟食品リサイクルセ

ンター㈱
　613

新潟万代島ビルディン

グ㈱ 
405

医療法人桑名恵風会 204

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
249

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
19

計 5,260

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コン

ベンションホテル㈱が商号変更したも

のである。　

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

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

２社    676百万円 １社 605百万円 ４社 754百万円

　２　受取手形裏書譲渡高 40百万円 　２　受取手形裏書譲渡高 1,754百万円 　２　受取手形裏書譲渡高 1,296百万円

※３　当中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をもって決済処

理している。したがって、当中間連結

会計期間末日が金融機関の休業日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が残高に含まれている。

───── ※３　当連結会計年度末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済処理し

ている。したがって、当連結会計年度

末日が金融機関の休業日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が残高

に含まれている。

 受取手形 460百万円 

 支払手形 10百万円 

 受取手形裏書譲渡高 9百万円 

受取手形 201百万円

支払手形 64百万円

裏書手形　 25百万円

※４　このうち下記の資産は、長期借入金　

883百万円及び短期借入金3,435百万円

及び固定負債の「その他」599百万円の

担保に供している。

※４　このうち下記の資産は、長期借入金　

832百万円及び短期借入金3,435百万円

及び固定負債の「その他」599百万円の

担保に供している。

※４　このうち下記の資産は、長期借入金　

818百万円及び短期借入金3,525百万円

及び固定負債の「その他」599百万円の

担保に供している。

受取手形  641百万円

建物 811

土地          4,205

計 5,658

建物 759百万円

土地          4,205

計 4,965

受取手形    166百万円

建物 784

土地 4,205

計 5,156
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額167百万円、修繕引当金繰

入額１百万円、工事損失引当金繰入額

469百万円を含み、完成工事原価及び未

成工事支出金等に賞与引当金繰入額225

百万円、退職給付引当金繰入額98百万

円を含んでいる。

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額187百万円、修繕引当金繰

入額１百万円、工事損失引当金繰入額

418百万円を含み、完成工事原価及び未

成工事支出金等に賞与引当金繰入額212

百万円、退職給付費用215百万円を含ん

でいる。

※１　完成工事原価のうちには完成工事補償

引当金繰入額218百万円、修繕引当金繰

入額９百万円、工事損失引当金繰入額

413百万円を含み、完成工事原価及び未

成工事支出金等に賞与引当金繰入額120

百万円、退職給付費用231百万円を含ん

でいる。

※２　このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。

※２　このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。

※２　このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。

従業員給料手当 2,172百万円 従業員給料手当 2,057百万円

貸倒引当金繰入額 2,816百万円

従業員給料手当 4,797百万円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。

車両運搬具   3百万円

その他 　　　0

計 4

土地 33百万円

船舶　 6

その他 3

計 44

車両運搬具 5百万円

機械装置 4

その他 0

計 10

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

ある。

車両運搬具  0百万円

その他  0

計 0

備品 0百万円

その他 0

計 0

機械装置 11百万円

建物 3

その他 2

計 17

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

ある。

無形固定資産   34百万円

構築物 6

その他 　　　10

計 50

建物 50百万円

その他 2

計 53

建物 46百万円

無形固定資産 34

その他 20

計 101

───── ※６　減損損失　 ※６　減損損失

用途 種類 場所
金額

(百万円)

ゴルフ
場

土地、
建物等

新潟県東蒲
原郡阿賀町

725

温浴施
設

車両等
千葉県浦安
市

20

遊休不
動産

土地、
建物等

新潟市中央
区外2件

31

計 776

用途 種類 場所
金額

(百万円)

福祉
施設

土地、
建物等

仙台市
泉区

1,035

賃貸用
不動産

土地及
び建物

仙台市
若林区

86

計 1,121

（経緯）

ゴルフ場及び温浴施設については、価

格競争激化に伴う収益性の低下により、

資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減損し、当該減少額を減損損失

として認識した。　

遊休不動産については、今後の利用計

画も無く、地価も下落しているため、

減損損失を認識した。

（経緯）

福祉施設については、需要が好転せず、

入居率の低迷により、資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失として認識した。

また、賃貸用不動産については、賃貸

料水準の下落に伴い収益性が低下した

ため、減損損失を認識した。

－ 26 －

㈱福田組（1899）　平成20年12月期中間決算短信



前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（主な種類ごとの金額の内訳）　 （主な種類ごとの金額の内訳）　

建物・構築物 286百万円

土地 445

その他 44

計 776

建物・構築物 941百万円

土地 144

その他 35

計 1,121

（グルーピングの方法）

ゴルフ場及び温浴施設は、当該事業を

行う施設を独立したキャッシュ・フロー

を生み出す単位としてグルーピングし

ている。

遊休資産は、個々の物件単位でグルー

ピングしている。 

（グルーピングの方法）

福祉施設は、当該事業を行う施設を独

立したキャッシュ・フローを生み出す

単位、また、賃貸用不動産は、個々の

物件単位でグルーピングしている。　

（回収可能価額の算定方法等）

ゴルフ場及び遊休資産については正味

売却価額により測定しており、土地は

主に相続税評価額及び固定資産税評価

額、建物は減価償却終了後の残存価額

により評価している。温浴施設の固定

資産については減価償却終了後の残存

価額により評価している。

（回収可能価額の算定方法等）

福祉施設については不動産鑑定評価基

準、また、賃貸用不動産については正

味売却価額により算定している。　
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日） 

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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 184,168 8,986 1,428 191,726

合計 184,168 8,986 1,428 191,726

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

    未満株式の買増し請求による減少である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 402 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日

　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日） 

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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 200,393 9,563 667 209,289

合計 200,393 9,563 667 209,289

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加9,563株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少667株は、単元

    未満株式の買増し請求による減少である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 402 9 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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　前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日） 

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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 44,940,557 － － 44,940,557

合計 44,940,557 － － 44,940,557

自己株式

普通株式　（注） 184,168 18,648 2,423 200,393

合計 184,168 18,648 2,423 200,393

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少2,423株は、単元

    未満株式の買増し請求による減少である。

　(2)配当に関する事項　 

　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 402 9 平成18年12月31日 平成19年３月30日

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

決議
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 402 利益剰余金 9 平成19年12月31日 平成20年３月31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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

　　間連結貸借対照表に掲記されている科目

　　の金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

　　間連結貸借対照表に掲記されている科目

　　の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

　　借対照表に掲記されている科目の金額と

　　の関係

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 23,756百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△313百万円

有価証券勘定に含まれるMMF   20百万円

現金及び現金同等物 23,463百万円

現金及び預金勘定 35,917百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△212百万円

有価証券勘定に含まれるMMF 20百万円

現金及び現金同等物 35,725百万円

現金及び預金勘定 22,775百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△261百万円

有価証券勘定に含まれるMMF 20百万円

現金及び現金同等物 22,534百万円

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

当連結会計年度においてデット・エクイティ・

スワップ（債務の株式化）を実施している。

短期借入金の減少額 200百万円

その他流動負債の減少額 620

資本金の増加額 720

資本準備金の増加額 100
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械・運搬具 364 210 154

工具器具・備
品

330 177 152

その他 144 82 62

合計 839 469 370

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械・運搬具 427 138 289

工具器具・備
品

284 187 96

その他 128 92 36

合計 841 418 422

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械・運搬具 411 255 155

工具器具・備
品

300 178 122

その他 132 83 48

合計 844 518 326

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため支払利

子込み法により算定している。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため支払利子込み法

により算定している。

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

１年内 151百万円

１年超 218

計 370

１年内 164百万円

１年超 258

計 422

１年内 132百万円

１年超 194

計 326

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料    88百万円

減価償却費相当額 88

支払リース料 74百万円

減価償却費相当額 74

支払リース料 172百万円

減価償却費相当額 172

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

（借主側）

オペレーティングリース取引

未経過リース料

１年内   94百万円

１年超 393

計 488

１年内 101百万円

１年超 323

計 424

１年内 98百万円

１年超 359

計 457
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）（平成19年６月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,590 2,862 1,272

(2）債券 － － －

(3）その他 558 652 94

合計 2,148 3,515 1,366

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 1,249百万円

非上場の内国債券 144百万円

非上場の外国債券 30百万円

マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

投資事業有限責任組合出資金 50百万円

（注）　当中間連結会計期間において減損処理を行い、24百万円評価減している。 

（当中間連結会計期間）（平成20年６月30日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,600 2,281 681

(2）債券 － － －

(3）その他 465 434 △30

合計 2,065 2,716 650

　（注）　当中間連結会計期間において減損処理を行い、13百万円評価減している。

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 4,461百万円

非上場の内国債券 72百万円

非上場の外国債券 30百万円

マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

投資事業有限責任組合出資金 42百万円

（注）　当中間連結会計期間において減損処理を行い、18百万円評価減している。 
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（前連結会計年度）（平成19年12月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 1,620 2,381 761

(2）債券 － － －

(3）その他 478 489 10

合計 2,098 2,871 772

２　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 1,228百万円

非上場の出資証券 42百万円

非上場の内国債券 74百万円

非上場の外国債券 30百万円

マネー・マネージメント・ファンド 20百万円

（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、56百万円評価減している。
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間末）（平成19年６月30日）

　該当事項なし。　

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

（当中間連結会計期間末）（平成20年６月30日）

　該当事項なし。　

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

（前連結会計年度末）（平成19年12月31日）

　該当事項なし。

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

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

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

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
18 54 1,608 1,682 (1,682) －

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

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

営業利益（又は営業損失） △719 93 716 90 (95) △4

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 59,197 1,881 7,496 68,574 － 68,574

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
20 43 1,511 1,575 (1,575) －

計 59,217 1,924 9,008 70,150 (1,575) 68,574

営業費用 63,559 2,080 8,849 74,490 (1,822) 72,667

営業利益（又は営業損失） △4,341 △156 158 △4,340 247 △4,092

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 151,897 16,162 16,352 184,411 － 184,411

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,049 82 3,451 6,584 (6,584) －

計 154,946 16,244 19,804 190,995 (6,584) 184,411

営業費用 153,330 13,792 18,682 185,805 (6,329) 179,475

営業利益 1,616 2,452 1,122 5,190 (254) 4,936
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　（注）１　事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

２　各事業区分に属する主要な内容

建設事業　：建築・土木その他建設工事全般に関する事業

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業

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

販売等

            なお、当社は平成20年４月10日にジークライト㈱の株式を売却し、同社が連結から除外になっ

たため同日以降は、その他事業に廃棄物処理業及び鉱産物の採掘、販売等は含まれていない。

３　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額は、70百万円、95百万円及び175百万円であり、その主なものは、提出会社

本社の総務部等管理部門に係る費用である。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載とおり、法人税法の改正に

伴い、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。この変更により、営業費用について

建設事業33百万円、不動産事業１百万円、その他事業40百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少してい

る。　

５　「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（会計処理の変更）に記載のとおり、当中間連

結会計期間より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）

を適用し、中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。この変

更により、営業費用について建設事業20百万円、不動産事業０百万円、その他事業３百万円それぞれ増加し、

営業利益が同額減少している。　　
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

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

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

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

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

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

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

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

号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

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

海外売上高の記載を省略した。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

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

海外売上高の記載を省略した。

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

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

外売上高の記載を省略した。
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（１株当たり情報）

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 871.28円 787.87円 898.23円

１株当たり中間（当期）純損

失（△）
△40.71円 △99.75円 △6.26円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
－ － －

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在せず、かつ１株当たり中間純

損失であるため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在せず、かつ１株当たり中間純

損失であるため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、1株当た

り当期純損失であり、潜在株式が存

在しないため、記載していない。

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり当期純損失の算定上の基

礎

中間連結損益計算

書上の中間純損失
1,821百万円

普通株式に係る中

間純損失
1,821百万円

中間連結損益計算

書上の中間純損失
4,462百万円

普通株式に係る中

間純損失
4,462百万円

連結損益計算書上

の当期純損失
280百万円

普通株式に係る当

期純損失
280百万円

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。 該当事項なし。 　該当事項なし。  

普通株式の期中平

均株式数
44,752,944株

普通株式の期中平

均株式数
44,737,304株

普通株式の期中平

均株式数
 44,748,378株

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。

また１株当たりの各数値の計算につ

いては、持分法を適用した関連会社

が保有する当社株式の株式数のうち、

当社の持分に相当する株式数は含ま

れていない。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── （子会社株式の譲渡）

　当社は、平成20年７月10日開催の取

締役会において、連結子会社である株

式会社ＡＧＡの株式全てを株式会社市

川ゴルフ興業に譲渡することを決議し、

同日、基本合意書を締結し、同年７月

31日付で株式譲渡契約締結した。　

１． 譲渡の理由　

当社は、平成20年２月28日付「子会社

の会社分割(新設分割)、合併及び異動

並びに優先株式の引き受けに関するお

知らせ」のとおり、建設業とその周辺

事業に経営資源を集中すべく、ノンコ

ア事業であるゴルフ事業については第

三者売却等の経営権の譲渡を検討して

きた。

　その方針の下、複数の企業より打診

があったところ、今般、株式会社市川

ゴルフ興業に対して株式会社ＡＧＡ株

式を譲渡することにつき基本合意し、

株式譲渡契約を締結したものである。

同社グループは日本国内に複数のゴル

フ場を有し、積極的にゴルフ事業を展

開しており、同社に経営権を譲渡する

ことにより、株式会社ＡＧＡのゴルフ

事業の安定的な経営が見込めるものと

判断した。　

２．株式譲渡対象子会社の概要　

(1)商号　株式会社ＡＧＡ

(2)代表者　苅部　隆

(3)本店所在地　新潟市中央区一番堀

通町３番地10

(4)設立年月日　平成20年４月８日

(5)事業の内容　ゴルフ場の運営

(6)決算期　12月31日

(7)従業員数　47人

(8)主な事業所　新潟県東蒲原郡阿賀

町石戸4720番地

(9)資本金　10百万円

(10)発行済株式総数　100株

(11)大株主構成　当社100％

(12)直近事業年度における業績

設立事業年度のため該当なし。

（子会社の会社分割(新設分割)、合併

及び異動並びに優先株式の引き受け）

  当社は、平成20年2月28日開催の取

締役会において、平成20年4月8日（予

定）を期して、後記Ⅰのとおり、子会

社の株式会社阿賀高原開発（現在、主

にゴルフ事業を展開しており、廃棄物

処理関連事業を運営する子会社のジー

クライト株式会社を保有。）のゴルフ

事業を会社分割して、新設会社（以下、

『株式会社ＡＧＡ（エージー

エー）』）に承継させることを決定し

た。また、同取締役会において、分割

した後の株式会社阿賀高原開発とその

子会社であるジークライト株式会社に

ついて、平成20年4月9日（予定）を期

して、後記Ⅱのとおり、ジークライト

株式会社による株式会社阿賀高原開発

の吸収合併を実施することを決定した

（存続会社『ジークライト株式会社』

の合併に伴う商号変更なし）。さらに

当社は、同取締役会において、後記Ⅲ

のとおり、合併後のジークライト株式

会社の株式を、廃棄物に係る収集運搬

事業並びにリサイクル施設、中間処理

施設及び安定型最終処分場の運営をグ

ループで展開するクリーンフォレスト

株式会社の代表取締役を務める藤本和

彦氏が、その取得を目的として設立し

たゼニス株式会社へ譲渡することとし

た。なお、藤本和彦氏は、ジークライ

ト株式会社が所有する日本最大級の管

理型最終処分場をグループ会社化する

ことにより、廃棄物をワンストップで

処理及び処分する企業グループの構築

を目指している。

また、当社は、ジークライト株式会社

が発行する優先株式の引き受け及び藤

本和彦氏と株主間契約を締結すること

により、ジークライト株式会社の運営

に一定の関与を継続することについて

も決定した。　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．株式譲渡の相手先の概要

(1)商号　株式会社市川ゴルフ興業

(2)代表者　市川金次郎

(3)本店所在地　東京都練馬区大泉学

園８丁目18番10号

(4)事業の内容　ゴルフ場の経営

(5)譲渡株式数　100株

(6)譲渡金額　60百万円

(7)発行済株式数に対する割合

100％

４．株式譲渡前後の所有株式数及び所

有割合

(1)株式譲渡前の所有株式数

100株（所有割合　100％）

(2)株式譲渡後の所有株式数　

0株（所有割合　　0％）

５．異動の日程

基本合意書締結の取締役会決議

平成20年７月10日

基本合意書締結

平成20年７月10日

株式譲渡契約締結

平成20年７月31日

株式譲渡期日

平成20年８月21日

６．業績に与える影響

　この子会社の異動（株式譲渡）に伴

い、特別利益として関係会社株式売却

益28百万円を計上することとなる。　

Ⅰ．子会社の会社分割（新設分割）に

ついて 

１．会社分割の目的

　当社は、他業種へ拡大している事業

ポートフォリオを見直し、建設業とそ

の周辺事業に経営資源を集中し、さら

なる競争力の強化に努める方針である。

阿賀高原開発グループ（同社及び

100％子会社のジークライト株式会社）

は、現在、ゴルフ事業及び廃棄物処理

関連事業を行っているが、両事業とも

当社においては「ノンコア事業」であ

るとの判断から、外部への譲渡を検討

するに至った。 

　株式会社阿賀高原開発は、平成８年

に「阿賀高原ゴルフ倶楽部」をオープ

ンして以来、あらゆる経営改善に取り

組んできたものの、客単価の低迷とゴ

ルフプレー人口の減少等を背景に、債

務超過の状態から脱することができず、

当社及びグループ各社による人的・資

金的な支援なくして営業を継続するこ

とが困難な状況が続いていた。

　一方、当社グループの本業である建

設業をとりまく経営環境は極めて厳し

く、このまま永続的に株式会社阿賀高

原開発への経営支援を続けることは難

しいと判断し、同社のゴルフ事業を分

割して新設会社（株式会社ＡＧＡ）へ

承継させたうえで、第三者売却等の経

営権の譲渡を進めることとした。

　第三者への譲渡等を円滑に進めるた

めに債務超過を解消するとともに、当

社グループの社会的責任としてゴルフ

プレー会員に対する預託金の返済原資

を確保する目的をもって、預託金を含

む債務同等額以上の金銭による増資を

当社が引き受けたうえで、会社分割を

実施することとした。なお、第三者へ

の譲渡等が決定するまでの間、当社が

一旦、株式会社ＡＧＡの株式を取得す

るものである。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．会社分割の要旨

(1)分割の日程

分割計画書承認取締役会

平成20年2月28日

会社分割承認株主総会    

平成20年3月21日

分割の効力発生日（新設会社設立登記

日）

平成20年4月 8日(予定)

(2)分割方式

　株式会社阿賀高原開発を分割会社と

し、新設する株式会社ＡＧＡを承継会

社とする新設分割である。

(3)株式の割当て

　新たに設立される株式会社ＡＧＡは、

分割に際して発行する普通株式100株

を分割会社である株式会社阿賀高原開

発に割当交付する。

(4)会計処理の概要

　この会社分割により移転される資産

及び負債については、分割した後の株

式会社阿賀高原開発と株式会社ＡＧＡ

の親子関係の継続が見込まれないため、

移転前に付された適正な時価等にて計

上される。

(5)新設会社が承継する権利義務

　ゴルフ事業に係る資産、負債、雇用

契約その他の権利義務一切。

(6)債務履行の見込み

　分割会社及び新設会社ともに、この

会社分割前後の資産、負債及び純資産

の額等を勘案して、負担すべき債務の

履行の確実性には問題ないものと判断

している。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．分割当事会社の概要(分割会社は平

成19年12月31日現在、新設会社は設立

時の予定)

商号
㈱阿賀高原

開発
(分割会社)

㈱ＡＧＡ
(承継会社)

①事業
内容

ゴルフ事業
等

ゴルフ事業

②設立
年月日

昭和63年11
月25日

平成20年4月
8日(予定)

③本店
所在地

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

④代表
者

苅部　隆 苅部　隆

⑤資本
金

81百万円 10百万円

⑥発行
済株式
総数

1,635株
(※１)

100株

⑦純資
産

△314百万円 114百万円 

⑧総資
産

14,043百万
円 

8,154百万円 

⑨決算
期

12月31日 12月31日 

⑩従業
員数

19名 19名 

⑪主要
取引先

㈱福田組、
福田石材㈱
等 

㈱福田組、
福田石材㈱
等

⑫大株
主及び
持株比
率

㈱福田組
51.7％ 
福田道路㈱
16.8％ 

㈱阿賀高原
開発
100％ 

⑬主要
取引銀
行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行 

⑭当事
会社の
関係

資本関係…分割会社が新設
会社の株式を100%保有する。
(※１)
人的関係…分割会社の取締
役３名及び監査役１名が新
設会社の役員を兼務する。 
取引関係…分割の効力発生
日以後、取引の予定はない。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１. この会社分割に先立って、当社

は、株式会社阿賀高原開発を100％子

会社にし、さらに、同社の実質債務超

過を解消するとともに、阿賀高原ゴル

フ倶楽部における会員の預託金返済資

金を確保する目的で、平成20年4月2日

払込期日（予定）とする91億円（予

定）の増資を引き受ける予定である。

この結果、新株発行後の発行済株式総

数は1,636株となる予定である。なお、

新設会社は分割後、株式会社阿賀高原

開発から当社へ譲渡される予定である。

　　

４．分割する事業部門の内容

①ゴルフ場の運営　

②ゴルフ練習場の運営　

Ⅱ．子会社の合併について

１．合併の目的

分割した後の株式会社阿賀高原開発は、

子会社ジークライト株式会社の全株式

及び事業用資産を保有する会社となる

予定である。また、両社の間には運営

資金や設備投資資金の金銭消費貸借関

係もあることから、これらを統合して

両社を合併することが、経営効率を高

めるためにも有効と判断した。　

　なお、合併に際しての許認可等にか

かる事業継承の円滑化を図るためには、

ジークライト株式会社を存続会社とす

ることが絶対要件であり、平成20年２

月28日開催の当社取締役会及び各社取

締役会において、平成20年4月9日（予

定）を期して、以下のとおり合併する

ことを決定した。　

２．合併の要旨　

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会  

平成20年2月28日

合併契約締結

平成20年2月28日

合併承認株主総会

平成20年3月21日　

合併の効力発生日　

平成20年4月 9日(予定)　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(2) 合併方式等　

　ジークライト株式会社による株式会

社阿賀高原開発の吸収合併である。こ

の合併は子会社による100％親会社の

吸収合併であるため、ジークライト株

式会社は、新株式の発行に代えて、合

併により株式会社阿賀高原開発から承

継するジークライト株式会社の株式

1,500株全部を合併新株の代用として

用い、当社に対して割当交付する。

　なお、合併交付金の支払いは行わな

い。

３．合併当事会社の概要（平成19年12

月31日現在）
 

商号
ジークライ

ト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原
開発

(被合併会
社)

①事業
内容

廃棄物処理
事業

ゴルフ事業
等

②設立
年月日

昭和23年9月
17日

昭和63年11
月25日

③本店
所在地

山形県米沢
市大字板谷
315番地

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

④代表
者

苅部　隆(※
１)

苅部　隆

⑤資本
金

30百万円 81百万円

⑥発行
済株式
総数

1,500株
1,635株(※
２)

⑦純資
産

1,439百万円 △314百万円

⑧総資
産

6,866百万円 
14,043百万
円

⑨決算
期

12月31日 12月31日 

⑩従業
員数

54名 19名 

⑪主要
取引先

地方公共団体、
広域事業組
合等
製造業を中
心とした民
間企業

㈱福田組、
福田石材㈱
等
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  

商号
ジークライ

ト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原
開発

(被合併会
社)

⑫大株
主及び
持株比
率

㈱阿賀高原
開発
100％ 

㈱福田組
51.7％ 
福田道路㈱
16.8％ 

⑬主要
取引銀
行

山形銀行、
きらやか銀
行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行 

⑭当事
会社の
関係

資本関係…被合併会社が合
併会社の株式を100%保有し
ている。
人的関係…取締役１名（代
表）及び監査役１名が被合
併会社と合併会社で兼務し
ている。 
取引関係…合併会社は事業
用土地を被合併会社より賃
借している。また、金銭消
費貸借契約を締結し、合併
会社は被合併会社より運転
資金等を借り入れている。

※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20

年2月29日開催のジークライト株式会

社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会

において、取締役である加原友夫氏が

代表取締役へ就任している。　

※２. 株式会社阿賀高原開発の発行済

株式総数は、この合併の前に、当社が

引き受ける増資により1,636株となる

予定である。　

４．合併後の合併会社の状況　

合併会社の商号、事業内容、本店所在

地、代表者、資本金及び決算期等はい

ずれも変更の予定はない。　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

Ⅲ．子会社の異動及び優先株式の引き

受けについて　

１． 異動の理由

　廃棄物処理事業を営むジークライト

株式会社は、国内屈指の規模の管理型

最終処分場を持ち、高い信用力を有し

ており、今後、同社の企業価値をより

一層高めるには、多様化する幅広い

ニーズにワンストップで応えられる機

能を強化するとともに、シナジー効果

を発揮できる「総合環境ビジネス事

業」への業態転換が大きなキーワード

になるものと認識している。

　一方、藤本和彦氏を代表取締役とす

るクリーンフォレスト株式会社を中心

とした企業グループは、ベンチャー企

業ながらも収集運搬からリサイクル、

中間処理、そして最終処分までの一貫

したビジネスモデルの構築を目指した

事業展開を積極的に推進している。さ

らに同グループは、コンプライアンス

経営に対する意識も高く、それらは当

社及びジークライト株式会社の事業構

想と基本方針に合致することから、関

係者間で協議を重ねた結果、ジークラ

イト株式会社の普通株式を、藤本和彦

氏がその取得を目的として設立したゼ

ニス株式会社へ譲渡することを、平成

20年2月28日開催の取締役会において

決定するに至ったものである。　

　なお、当社及びジークライト株式会

社がこれまで培ってきた最終処分場事

業のノウハウを生かし、関係自治体及

び取引先との良好な関係を維持するた

め、現経営陣が引き続き経営にあたる

こととし、また、当社は、一定のガバ

ナンス及びモニタリング機能を働かせ

る目的をもって、ジークライト株式会

社が発行する優先株式の引き受け等に

ついても以下のとおり決定した。　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．異動する子会社の概要（平成19年

12月31日現在）　

(1)商号　ジークライト株式会社　

(2)代表者　苅部　隆(※１)　

(3)本店所在地　山形県米沢市大字板

谷315番地　

(4)設立年月日　昭和23年9月17日　　

(5)主な事業内容　廃棄物処理事業　

(6)決算期　12月31日　

(7)従業員数　54人　

(8)主な事業所　山形県、東京都、新

潟県　

(9)資本金　30百万円　

(10)発行済株式総数　1,500株　

(11)大株主構成　㈱阿賀高原開発　

100％(※２)　

(12)直近事業年度における業績　

 平成19年12月期

売　上　高 　　　2,848百万円

営業利益 　　　  806

経常利益 　　　  663

当期純利益 　　　  373

総　資　産 　　　6,866

純　資　産 　　　1,439

※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20

年2月29日開催のジークライト株式会

社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会

において、取締役である加原友夫氏が

代表取締役へ就任している。　

※２. 平成20年4月9日（予定）の合併

の効力発生により、当社がジークライ

ト株式会社の100％親会社となる。　

３．普通株式譲渡の概要

(1)譲渡の相手先　ゼニス株式会社

(2)異動前の所有株式数　1,500株

(3)譲渡株式数　1,500株

(4)株式譲渡価額　8,000百万円

(5)異動後の所有株式数　0株

４．異動の日程

株式譲渡契約承認の取締役会

平成20年2月28日

株式譲渡契約締結

平成20年2月28日

普通株式譲渡日

平成20年4月10日(予定)
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５．業績に与える影響　

本件により、平成20年12月期において

当社連結業績では、約55億円の特別利

益を計上する見込みである。なお、セ

グメント業績に与える影響は軽微であ

る。　

６．優先株式の引き受けについて　

(1)株式の種類　ジークライト㈱第一

種優先株式　

(2)募集株式の数　3,250株　

(3)引受株式の数　3,250株　

(4)払込金額の総額　合計3,250百万円

(5)払込期日　平成20年4月10日（予

定）　

　※なお、本件優先株式は取得請求権

付優先株式であり、株主間で別途定め

る取得請求が可能となる時期・条件に

したがって取得がなされることとなる

が、ジークライト株式会社の将来の企

業価値によっては償還が左右される可

能性がある。　
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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19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金預金  11,850  17,982  6,131 13,642  

受取手形 ※５ 3,783  4,812  1,029 14,169  

完成工事未収入金  19,730  17,175  △2,554 24,063  

販売用不動産  2,615  2,226  △388 2,518  

未成工事支出金等  12,044  12,871  826 9,548  

不動産事業支出金  5,591  4,136  △1,454 3,741  

繰延税金資産  385  852  466 392  

未収入金 ※６ 4,770  3,208  △1,561 3,681  

その他  1,511  1,221  △290 942  

貸倒引当金  △599  △3,974  △3,374 △671  

流動資産合計  61,685 74.9 60,515 70.2 △1,170 72,030 78.2

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

土地 ※２ 7,867  7,768  △99 7,867  

その他
※１
※２
※３

3,683  3,393  △290 3,553  

有形固定資産計  11,550  11,161  △389 11,421  

２　無形固定資産  41  34  △6 35  

３　投資その他の資産         

長期貸付金  8,982  6,503  △2,479 8,907  

長期未収入金  3,612  230  △3,381 3,536  

繰延税金資産  －  1,564  1,564 161  

その他  6,763  10,042  3,279 6,197  

貸倒引当金  △10,255  △3,835  6,419 △10,168  

投資その他の資産計  9,103  14,505  5,402 8,635  

固定資産合計  20,694 25.1 25,701 29.8 5,006 20,092 21.8

資産合計  82,379 100 86,216 100 3,836 92,122 100
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

支払手形 ※５ 7,585  8,071  486 13,947  

工事未払金  19,644  19,075  △569 13,907  

短期借入金 ※２ 16,532  19,814  3,282 27,739  

未払法人税等  67  122  54 905  

未成工事受入金  8,643  7,257  △1,385 5,852  

不動産事業受入金  1,016  46  △970 37  

賞与引当金  245  236  △9 118  

保証債務損失引当金　  －  2,640  2,640 －  

偶発損失引当金　  －  1,234  1,234 －  

その他の引当金  706  532  △174 663  

その他  1,765  3,109  1,344 1,571  

流動負債合計  56,207 68.3 62,139 72.0 5,931 64,742 70.3

Ⅱ　固定負債         

長期借入金  4,061  5,881  1,820 3,363  

繰延税金負債  209  －  △209 －  

再評価に係る繰延税金
負債

 1,208  1,198  △9 1,208  

退職給付引当金  2,518  2,261  △256 2,387  

役員退職慰労引当金　  －  118  118 －  

その他  99  89  △10 97  

固定負債合計  8,096 9.8 9,549 11.1 1,452 7,056 7.6

負債合計  64,304 78.1 71,689 83.1 7,384 71,799 77.9
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
(百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,158 6.2 5,158 6.0 － 5,158 5.6

２　資本剰余金      

(1）資本準備金  5,996 5,996 － 5,996

(2）その他資本剰余金  0 0 △0 0

資本剰余金合計  5,996 7.3 5,996 7.0 △0 5,996 6.5

３　利益剰余金      

(1）利益準備金  1,044 1,044 － 1,044

(2）その他利益剰余金      

固定資産圧縮
積立金

 17 17 △0 17

別途積立金  8,410 8,410 － 8,410

繰越利益剰余金  △1,573 △4,861 △3,287 869

利益剰余金合計  7,898 9.6 4,609 5.3 △3,288 10,341 11.2

４　自己株式  △98 △0.1 △105 △0.1 △6 △102 △0.1

株主資本合計  18,954 23.0 15,659 18.2 △3,295 21,394 23.2

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

 542 0.6 302 0.4 △240 351 0.4

２　土地再評価差額金  △1,421 △1.7 △1,433 △1.7 △11 △1,421 △1.5

評価・換算差額等合計  △879 △1.1 △1,131 △1.3 △252 △1,070 △1.1

純資産合計  18,075 21.9 14,527 16.9 △3,547 20,323 22.1

負債純資産合計  82,379 100 86,216 100 3,836 92,122 100
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高         

完成工事高  40,687  37,316  △3,370 99,085  

不動産事業売上高  545  400  △144 14,241  

売上高計  41,232 100 37,717 100 △3,515 113,327 100

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価  39,462  36,542  △2,919 94,373  

不動産事業売上原価  414  317  △97 10,539  

売上原価計  39,877 96.7 36,859 97.7 △3,017 104,912 92.6

売上総利益         

完成工事総利益  1,224  774  △450 4,712  

不動産事業総利益  130  83  △47 3,702  

売上総利益計  1,355 3.3 857 2.3 △497 8,414 7.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,308 5.6 5,226 13.9 2,917 4,882 4.3

営業利益又は
営業損失（△）

 △952 △2.3 △4,368 △11.6 △3,415 3,532 3.1

Ⅳ　営業外収益         

受取利息  47  146  98 106  

その他 ※１ 300  307  7 363  

営業外収益計  348 0.8 453 1.2 105 469 0.4

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  238  324  85 476  

その他 ※２ 98  179  80 234  

営業外費用計  337 0.8 503 1.3 166 711 0.6

  経常利益又は
　経常損失（△）

 △941 △2.3 △4,418 △11.7 △3,476 3,291 2.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 6 0.0 6,338 16.8 6,332 7 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,132 2.7 9,065 24.0 7,933 2,291 2.0

税引前当期純利益又は
税引前中間純損失
（△）

 △2,067 △5.0 △7,145 △18.9 △5,077 1,007 0.9

法人税、住民税及び事
業税

 40 0.1 35 0.1 △5 920 0.8

法人税等調整額  74 0.2 △1,839 △4.9 △1,913 △173 △0.1

当期純利益又は中間純
損失（△）

 △2,182 △5.3 △5,341 △14.1 △3,158 260 0.2
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　

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

中間会計期間中の変

動額

自己株式の処分   △0 △0      0 0

固定資産圧縮積立

金の取崩 
     △0  0 －  －

剰余金の配当        △402 △402  △402

中間純損失        △2,182 △2,182  △2,182

自己株式の取得          △4 △4

土地再評価差額金

の取崩 
       2 2  2

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額）

           

中間会計期間中の変

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

平成19年６月30日　

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614

中間会計期間中の変動額

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の取崩    －

剰余金の配当    △402

中間純損失    △2,182

自己株式の取得    △4

土地再評価差額金の取崩  △2 △2 －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
50  50 50

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
50 △2 47 △2,538

平成19年６月30日　残高

（百万円）
542 △1,421 △879 18,075
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当中間会計期間（自  平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 869 10,341 △102 21,394

中間会計期間中の変

動額

自己株式の処分   △0 △0      0 0

固定資産圧縮積立

金の取崩 
     △0  0 －  －

剰余金の配当        △402 △402  △402

中間純損失        △5,341 △5,341  △5,341

自己株式の取得          △3 △3

土地再評価差額金

の取崩 
       12 12  12

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額）

           

中間会計期間中の変

動額合計（百万円）
－ － △0 △0 － △0 － △5,731 △5,731 △3 △5,734

平成20年６月30日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 △4,861 4,609 △105 15,659

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12月31日　残高

（百万円）
351 △1,421 △1,070 20,323

中間会計期間中の変動額

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の取崩    －

剰余金の配当    △402

中間純損失    △5,341

自己株式の取得    △3

土地再評価差額金の取崩  △12 △12 －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△49  △49 △49

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△49 △12 △61 △5,796

平成20年６月30日　残高

（百万円）
302 △1,433 △1,131 14,527
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自  平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　

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

事業年度中の変動額

自己株式の処分   △0 △0      1 1

固定資産圧縮積立

金の取崩
     △0  0 －  －

剰余金の配当        △402 △402  △402

当期純利益        260 260  260

自己株式の取得          △8 △8

土地再評価差額金

の取崩
       2 2  2

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

           

事業年度中の変動額

合計（百万円）
－ － △0 △0 － △0 － △138 △139 △7 △146

平成19年12月31日　

残高（百万円）
5,158 5,996 0 5,996 1,044 17 8,410 869 10,341 △102 21,394

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
492 △1,419 △926 20,614

事業年度中の変動額

自己株式の処分    1

固定資産圧縮積立金の取崩    －

剰余金の配当    △402

当期純利益    260

自己株式の取得    △8

土地再評価差額金の取崩  △2 △2 －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△141  △141 △141

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△141 △2 △143 △290

平成19年12月31日　残高

（百万円）
351 △1,421 △1,070 20,323
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ 

　時価法 

デリバティブ 

同左

デリバティブ 

同左

たな卸資産

①販売用不動産

個別法による原価法

たな卸資産

①販売用不動産

同左

たな卸資産

①販売用不動産

同左

②未成工事支出金

個別法による原価法

②未成工事支出金

同左

②未成工事支出金

同左

③不動産事業支出金

個別法による原価法

③不動産事業支出金

同左

③不動産事業支出金

同左

④材料貯蔵品

先入先出法による原価法

④材料貯蔵品

同左

④材料貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については旧定額

法）によっている。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっている。

②平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法（ただし、建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。

なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっている。

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっている。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間から、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産につい

て、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっている。

これによる損益に与える影響は軽

微である。　

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法）

によっている。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっている。

（会計方針の変更）　

法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、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いる。　

これによる損益に与える影響は軽

微である。　

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっている。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上している。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

修繕引当金

船舶の定期修繕に充てるためのも

ので、定期整備にかかる費用を修

繕実績に応じて繰入れている。

修繕引当金

同左

修繕引当金

同左
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前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるためのもので当中間会計期間

末に至る一年間の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づき計

上している。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充

てるためのもので当期の完成工事

高に対する将来の見積補償額に基

づき計上している。

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備え

るため、損失発生の可能性が高く、

かつ、その損失見込額を合理的に

見積もることができる工事につい

て、当該損失見込額を計上してい

る。

工事損失引当金

同左

工事損失引当金

同左 

賠償損失引当金 

工事入札に係る違反の結果、当該

工事発注者からの損害賠償請求に

備えるため、合理的な基準に基づ

き見積もることが可能な金額を計

上している。 

賠償損失引当金 

同左

賠償損失引当金 

同左

───── 保証債務損失引当金　

代位弁済に伴う損失の発生に備え

るため、保証先の財政状態と担保

物件の状況を勘案して計上してい

る。　

─────

───── 偶発損失引当金　

将来発生する可能性のある偶発損

失に備え、偶発事象毎に個別のリ

スク等を勘案し、損失発生の可能

性が高いと認識でき、かつ、損失

額を合理的に見積もることができ

る場合に当該見積額を計上してい

る。

─────

───── 役員退職慰労引当金　

役員（委任型執行役員を含む）の

退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金支給内規に基づく

中間会計期間末要支給額を計上し

ている。

（会計処理の変更）　

役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理していたが、当

中間会計期間より「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会　平成

19年４月13日　監査・保証実務委

員会報告第42号）を適用し、中間

会計期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変

更している。　

この変更により、当中間会計期間

発生額９百万円は販売費及び一般

管理費へ、過年度分相当額109百

万円は特別損失に計上している。

この結果、従来の方法によった場

合に比べて、営業損失及び経常損

失は９百万円、税引前中間純損失

は118百万円それぞれ増加してい

る。　

─────
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前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

いる。

なお、過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定

額法により費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしている。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上して

いる。

なお、過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定

額法により費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしている。

４　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっている。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっている。

　また金利スワップ取引について

　は特例処理によっている。　

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　変動金利の借入金

③ヘッジ方針 

　借入金の金利変動リスクを回避

　する目的で金利スワップ取引を

　行っており、ヘッジ対象の識別

　は個別契約毎に行っている。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　金利スワップの特例処理の要件

　を満たしていることをもって有

　効性の判定に代えている。 

同左 同左 

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は16,182百万円である。

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は17,949百万円である。

①完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工期が１年

以上、かつ請負金額３億円以上の

工事については工事進行基準を、

その他の工事については工事完成

基準を適用している。

なお、工事進行基準によった完成

工事高は36,372百万円である。

②消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は、税抜方式によっ

ている。

②消費税等に相当する額の会計処理

同左

②消費税等に相当する額の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間会計期間から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更してい

る。 

これによる損益に与える影響は軽微で

ある。 

───── ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,354

百万円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,114

百万円である。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は8,253

百万円である。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

※２　下記資産は短期借入金1,585百万円の担

保に供している。

 百万円

土地  703

その他有形固定資産  63

計 766

 百万円

土地 703

その他有形固定資産 60

計 763

 百万円

土地 703

その他有形固定資産 61

計 764

※３　過年度に取得した資産のうち国庫補助

金による圧縮記帳額は、建物105百万円

及び工具器具・備品12百万円であり、

中間貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除している。

※３　　　　　　　同左 ※３　過年度に取得した資産のうち国庫補助金

による圧縮記帳額は、建物105百万円及

び工具器具・備品12百万円であり、貸借

対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除し

ている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

　４　下記の会社の金融機関からの借入金等

について保証を行っている。

 百万円

ＦＫ商事㈱  439

新潟万代島ビルディン

グ㈱
 416

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
 249

医療法人桑名恵風会  235

福田不動産㈱  225

㈱カイハツ
(984)

 167

㈱阿賀高原開発  149

その他  50

計 1,935

 百万円

新潟万代島ビルディン

グ㈱
391

ホテル朱鷺メッセ㈱ 245

医療法人桑名恵風会 173

㈱カイハツ
(894)

152

ＦＫ商事㈱ 54

福田不動産㈱ 17

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
15

計 1,051

 百万円

新潟万代島ビルディン

グ㈱
405

新潟国際コンベンショ

ンホテル㈱
249

医療法人桑名恵風会 204

㈱カイハツ
(950)

161

ＦＫ商事㈱ 94

㈱阿賀高原開発 72

福田不動産㈱ 21

タイフクダコーポレー

ションリミテッド
19

計 1,229

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

ホテル朱鷺メッセ㈱は、新潟国際コン

ベンションホテル㈱が商号変更したも

のである。　

なお、㈱カイハツの（　）内には、共

同保証総額を記載している。

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

２社    676百万円 １社 605百万円 ４社 754百万円

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に

係る提携ゴルフローンに対して保証予

約を行っている。

上記のほかに㈱ＡＧＡの事業に係る提

携ゴルフローンに対して保証予約を行っ

ている。

㈱ＡＧＡは、㈱阿賀高原開発のゴルフ

事業を分割承継したものであり、連結

子会社である。　

上記のほかに㈱阿賀高原開発の事業に

係る提携ゴルフローンに対して保証予

約を行っている。

   289百万円 220百万円 260百万円

㈱湯巡り万華郷（連結子会社）が温浴

施設賃借料の支払ができない場合に、

その必要額を当該子会社に出資又は融

資を行う旨、他のスポンサーと連帯し

て約定している。 

㈱湯巡り万華郷（連結子会社）が温浴

施設賃借料の支払ができない場合に、

その必要額を当該子会社に出資又は融

資を行う旨、他のスポンサーと連帯し

て約定している。 　

※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理している。し

たがって、当中間期末日が金融機関の

休業日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれてい

る。 

───── ※５　決算期末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理している。し

たがって、当期末日が金融機関の休業

日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれている。

受取手形

支払手形

338百万円

 10百万円

受取手形 66百万円

支払手形 14百万円
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※６　立替消費税等と預り消費税等は相殺し

て未収入金に含めて表示している。

※６　立替消費税等と預り消費税等は相殺し

て未収入金に含めて表示している。

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

受取配当金    260百万円 受取配当金 260百万円 受取配当金    270百万円

───── ※２　その他営業外費用のうち重要なもの ─────

貸倒引当金繰入額 81百万円

───── ※３　特別利益のうち重要なもの ─────

貸倒引当金戻入益 6,300百万円

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

貸倒引当金繰入額    1,000百万円

関係会社株式評価損 69百万円

課徴金納付見込額 44百万円

保証債務損失引当金

繰入額
2,640百万円

従業員特別退職加算

金見込額
1,400百万円

関係会社株式売却損 1,331百万円

偶発損失引当金繰入

額
1,234百万円

匿名組合出資評価損 1,205百万円

販売用不動産評価損 1,056百万円

貸倒引当金繰入額 1,000百万円

関係会社株式評価損 551百万円

販売用不動産評価損 361百万円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産    140百万円

無形固定資産  7百万円

有形固定資産 137百万円

無形固定資産 7百万円

有形固定資産 287百万円

無形固定資産 14百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 172,055 8,986 1,428 179,613

合計 172,055 8,986 1,428 179,613

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

　 　未満株式の買増し請求による減少である。

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 188,280 9,563 667 197,176

合計 188,280 9,563 667 197,176

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加9,563株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少667株は、単元

　 　未満株式の買増し請求による減少である。

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　（注） 172,055 18,648 2,423 188,280

合計 172,055 18,648 2,423 188,280

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加18,648株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少2,423株は、単

     元未満株式の買増し請求による減少である。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 22 4 18

工具器具・備
品 

124 84 39

その他 82 42 40

合計 229 131 98

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

船舶 161 8 152

車両運搬具　 30 9 20

工具器具・備
品 

78 54 24

その他 66 40 25

合計 337 113 223

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 22 6 15

工具器具・備
品

95 65 29

その他 70 37 32

合計 187 109 78

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。

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

１年内   37百万円

１年超 60

計 98

１年内 84百万円

１年超 139

計 223

１年内 32百万円

１年超 45

計 78

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料   26百万円

減価償却費相当額   26百万円

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 46百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間末）（平成19年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（当中間会計期間末）（平成20年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（前事業年度末）（平成19年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額       403.82円             324.69円 454.13円

１株当たり当期純利益又は中

間純損失（△）
    △48.75円     　     △119.35円 5.83円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
－ － －

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在せず、かつ１株当たり中間純

損失であるため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在せず、かつ１株当たり中間純

損失であるため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載していない。

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

中間損益計算書上

の中間純損失
   2,182百万円

普通株式に係る中

間純損失
   2,182百万円

中間損益計算書上

の中間純損失
5,341百万円

普通株式に係る中

間純損失
5,341百万円

損益計算書上の当

期純利益
260百万円

普通株式に係る当

期純利益
260百万円

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株主に帰属しない金額の主な内

訳

該当事項なし。

普通株式の期中平

均株式数
44,765,057株

普通株式の期中平

均株式数
44,749,417株

普通株式の期中平

均株式数
44,760,491株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── （子会社株式の譲渡）

　当社は、平成20年７月10日開催の取

締役会において、連結子会社である株

式会社ＡＧＡの株式全てを株式会社市

川ゴルフ興業に譲渡することを決議し、

同日、基本合意書を締結し、同年７月

31日付で株式譲渡契約締結した。　

１． 譲渡の理由　

当社は、平成20年２月28日付「子会社

の会社分割(新設分割)、合併及び異動

並びに優先株式の引き受けに関するお

知らせ」のとおり、建設業とその周辺

事業に経営資源を集中すべく、ノンコ

ア事業であるゴルフ事業については第

三者売却等の経営権の譲渡を検討して

きた。

　その方針の下、複数の企業より打診

があったところ、今般、株式会社市川

ゴルフ興業に対して株式会社ＡＧＡ株

式を譲渡することにつき基本合意し、

株式譲渡契約を締結したものである。

同社グループは日本国内に複数のゴル

フ場を有し、積極的にゴルフ事業を展

開しており、同社に経営権を譲渡する

ことにより、株式会社ＡＧＡのゴルフ

事業の安定的な経営が見込めるものと

判断した。　

２．株式譲渡対象子会社の概要　

(1)商号　株式会社ＡＧＡ

(2)代表者　苅部　隆

(3)本店所在地　新潟市中央区一番堀

通町３番地10

(4)設立年月日　平成20年４月８日

(5)事業の内容　ゴルフ場の運営

(6)決算期　12月31日

(7)従業員数　47人

(8)主な事業所　新潟県東蒲原郡阿賀

町石戸4720番地

(9)資本金　10百万円

(10)発行済株式総数　100株

(11)大株主構成　当社100％

(12)直近事業年度における業績

設立事業年度のため該当なし。

（子会社の会社分割(新設分割)、合併

及び異動並びに優先株式の引き受け）

  当社は、平成20年2月28日開催の取

締役会において、平成20年4月8日（予

定）を期して、後記Ⅰのとおり、子会

社の株式会社阿賀高原開発（現在、主

にゴルフ事業を展開しており、廃棄物

処理関連事業を運営する子会社のジー

クライト株式会社を保有。）のゴルフ

事業を会社分割して、新設会社（以下、

『株式会社ＡＧＡ（エージー

エー）』）に承継させることを決定し

た。また、同取締役会において、分割

した後の株式会社阿賀高原開発とその

子会社であるジークライト株式会社に

ついて、平成20年4月9日（予定）を期

して、後記Ⅱのとおり、ジークライト

株式会社による株式会社阿賀高原開発

の吸収合併を実施することを決定した

（存続会社『ジークライト株式会社』

の合併に伴う商号変更なし）。さらに

当社は、同取締役会において、後記Ⅲ

のとおり、合併後のジークライト株式

会社の株式を、廃棄物に係る収集運搬

事業並びにリサイクル施設、中間処理

施設及び安定型最終処分場の運営をグ

ループで展開するクリーンフォレスト

株式会社の代表取締役を務める藤本和

彦氏が、その取得を目的として設立し

たゼニス株式会社へ譲渡することとし

た。なお、藤本和彦氏は、ジークライ

ト株式会社が所有する日本最大級の管

理型最終処分場をグループ会社化する

ことにより、廃棄物をワンストップで

処理及び処分する企業グループの構築

を目指している。

また、当社は、ジークライト株式会社

が発行する優先株式の引き受け及び藤

本和彦氏と株主間契約を締結すること

により、ジークライト株式会社の運営

に一定の関与を継続することについて

も決定した。　
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．株式譲渡の相手先の概要

(1)商号　株式会社市川ゴルフ興業

(2)代表者　市川金次郎

(3)本店所在地　東京都練馬区大泉学

園８丁目18番10号

(4)事業の内容　ゴルフ場の経営

(5)譲渡株式数　100株

(6)譲渡金額　60百万円

(7)発行済株式数に対する割合

100％

４．株式譲渡前後の所有株式数及び所

有割合

(1)株式譲渡前の所有株式数

100株（所有割合　100％）

(2)株式譲渡後の所有株式数　

0株（所有割合　　0％）

５．異動の日程

基本合意書締結の取締役会決議

平成20年７月10日

基本合意書締結

平成20年７月10日

株式譲渡契約締結

平成20年７月31日

株式譲渡期日

平成20年８月21日

６．業績に与える影響

　この子会社の異動（株式譲渡）に伴

い、特別利益として関係会社株式売却

益22百万円を計上することとなる。　

Ⅰ．子会社の会社分割（新設分割）に

ついて 

１．会社分割の目的

　当社は、他業種へ拡大している事業

ポートフォリオを見直し、建設業とそ

の周辺事業に経営資源を集中し、さら

なる競争力の強化に努める方針である。

阿賀高原開発グループ（同社及び

100％子会社のジークライト株式会社）

は、現在、ゴルフ事業及び廃棄物処理

関連事業を行っているが、両事業とも

当社においては「ノンコア事業」であ

るとの判断から、外部への譲渡を検討

するに至った。 

　株式会社阿賀高原開発は、平成８年

に「阿賀高原ゴルフ倶楽部」をオープ

ンして以来、あらゆる経営改善に取り

組んできたものの、客単価の低迷とゴ

ルフプレー人口の減少等を背景に、債

務超過の状態から脱することができず、

当社及びグループ各社による人的・資

金的な支援なくして営業を継続するこ

とが困難な状況が続いていた。

　一方、当社グループの本業である建

設業をとりまく経営環境は極めて厳し

く、このまま永続的に株式会社阿賀高

原開発への経営支援を続けることは難

しいと判断し、同社のゴルフ事業を分

割して新設会社（株式会社ＡＧＡ）へ

承継させたうえで、第三者売却等の経

営権の譲渡を進めることとした。

　第三者への譲渡等を円滑に進めるた

めに債務超過を解消するとともに、当

社グループの社会的責任としてゴルフ

プレー会員に対する預託金の返済原資

を確保する目的をもって、預託金を含

む債務同等額以上の金銭による増資を

当社が引き受けたうえで、会社分割を

実施することとした。なお、第三者へ

の譲渡等が決定するまでの間、当社が

一旦、株式会社ＡＧＡの株式を取得す

るものである。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．会社分割の要旨

(1)分割の日程

分割計画書承認取締役会

平成20年2月28日

会社分割承認株主総会    

平成20年3月21日

分割の効力発生日（新設会社設立登記

日）

平成20年4月 8日(予定)

(2)分割方式

　株式会社阿賀高原開発を分割会社と

し、新設する株式会社ＡＧＡを承継会

社とする新設分割である。

(3)株式の割当て

　新たに設立される株式会社ＡＧＡは、

分割に際して発行する普通株式100株

を分割会社である株式会社阿賀高原開

発に割当交付する。

(4)会計処理の概要

　この会社分割により移転される資産

及び負債については、分割した後の株

式会社阿賀高原開発と株式会社ＡＧＡ

の親子関係の継続が見込まれないため、

移転前に付された適正な時価等にて計

上される。

(5)新設会社が承継する権利義務

　ゴルフ事業に係る資産、負債、雇用

契約その他の権利義務一切。

(6)債務履行の見込み

　分割会社及び新設会社ともに、この

会社分割前後の資産、負債及び純資産

の額等を勘案して、負担すべき債務の

履行の確実性には問題ないものと判断

している。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．分割当事会社の概要(分割会社は平

成19年12月31日現在、新設会社は設立

時の予定)

商号
㈱阿賀高原

開発
(分割会社)

㈱ＡＧＡ
(承継会社)

①事業
内容

ゴルフ事業
等

ゴルフ事業

②設立
年月日

昭和63年11
月25日

平成20年4月
8日(予定)

③本店
所在地

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

④代表
者

苅部　隆 苅部　隆

⑤資本
金

81百万円 10百万円

⑥発行
済株式
総数

1,635株
(※１)

100株

⑦純資
産

△314百万円 114百万円 

⑧総資
産

14,043百万
円 

8,154百万円 

⑨決算
期

12月31日 12月31日 

⑩従業
員数

19名 19名 

⑪主要
取引先

㈱福田組、
福田石材㈱
等 

㈱福田組、
福田石材㈱
等

⑫大株
主及び
持株比
率

㈱福田組
51.7％ 
福田道路㈱
16.8％ 

㈱阿賀高原
開発
100％ 

⑬主要
取引銀
行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行 

⑭当事
会社の
関係

資本関係…分割会社が新設
会社の株式を100%保有する。
(※１)
人的関係…分割会社の取締
役３名及び監査役１名が新
設会社の役員を兼務する。 
取引関係…分割の効力発生
日以後、取引の予定はない。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１. この会社分割に先立って、当社

は、株式会社阿賀高原開発を100％子

会社にし、さらに、同社の実質債務超

過を解消するとともに、阿賀高原ゴル

フ倶楽部における会員の預託金返済資

金を確保する目的で、平成20年4月2日

払込期日（予定）とする91億円（予

定）の増資を引き受ける予定である。

この結果、新株発行後の発行済株式総

数は1,636株となる予定である。なお、

新設会社は分割後、株式会社阿賀高原

開発から当社へ譲渡される予定である。

　　

４．分割する事業部門の内容

①ゴルフ場の運営　

②ゴルフ練習場の運営　

Ⅱ．子会社の合併について

１．合併の目的

分割した後の株式会社阿賀高原開発は、

子会社ジークライト株式会社の全株式

及び事業用資産を保有する会社となる

予定である。また、両社の間には運営

資金や設備投資資金の金銭消費貸借関

係もあることから、これらを統合して

両社を合併することが、経営効率を高

めるためにも有効と判断した。　

　なお、合併に際しての許認可等にか

かる事業継承の円滑化を図るためには、

ジークライト株式会社を存続会社とす

ることが絶対要件であり、平成20年２

月28日開催の当社取締役会及び各社取

締役会において、平成20年4月9日（予

定）を期して、以下のとおり合併する

ことを決定した。　

２．合併の要旨　

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会  

平成20年2月28日

合併契約締結

平成20年2月28日

合併承認株主総会

平成20年3月21日　

合併の効力発生日　

平成20年4月 9日(予定)　
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(2) 合併方式等　

　ジークライト株式会社による株式会

社阿賀高原開発の吸収合併である。こ

の合併は子会社による100％親会社の

吸収合併であるため、ジークライト株

式会社は、新株式の発行に代えて、合

併により株式会社阿賀高原開発から承

継するジークライト株式会社の株式

1,500株全部を合併新株の代用として

用い、当社に対して割当交付する。

　なお、合併交付金の支払いは行わな

い。

３．合併当事会社の概要（平成19年12

月31日現在）
 

商号
ジークライ

ト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原
開発

(被合併会
社)

①事業
内容

廃棄物処理
事業

ゴルフ事業
等

②設立
年月日

昭和23年9月
17日

昭和63年11
月25日

③本店
所在地

山形県米沢
市大字板谷
315番地

新潟市中央
区一番堀通
町3番地10

④代表
者

苅部　隆(※
１)

苅部　隆

⑤資本
金

30百万円 81百万円

⑥発行
済株式
総数

1,500株
1,635株(※
２)

⑦純資
産

1,439百万円 △314百万円

⑧総資
産

6,866百万円 
14,043百万
円

⑨決算
期

12月31日 12月31日 

⑩従業
員数

54名 19名 

⑪主要
取引先

地方公共団体、
広域事業組
合等
製造業を中
心とした民
間企業

㈱福田組、
福田石材㈱
等
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  

商号
ジークライ

ト㈱
(合併会社)

㈱阿賀高原
開発

(被合併会
社)

⑫大株
主及び
持株比
率

㈱阿賀高原
開発
100％ 

㈱福田組
51.7％ 
福田道路㈱
16.8％ 

⑬主要
取引銀
行

山形銀行、
きらやか銀
行

第四銀行、
北越銀行、
みずほ銀行 

⑭当事
会社の
関係

資本関係…被合併会社が合
併会社の株式を100%保有し
ている。
人的関係…取締役１名（代
表）及び監査役１名が被合
併会社と合併会社で兼務し
ている。 
取引関係…合併会社は事業
用土地を被合併会社より賃
借している。また、金銭消
費貸借契約を締結し、合併
会社は被合併会社より運転
資金等を借り入れている。

※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20

年2月29日開催のジークライト株式会

社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会

において、取締役である加原友夫氏が

代表取締役へ就任している。　

※２. 株式会社阿賀高原開発の発行済

株式総数は、この合併の前に、当社が

引き受ける増資により1,636株となる

予定である。　

４．合併後の合併会社の状況　

合併会社の商号、事業内容、本店所在

地、代表者、資本金及び決算期等はい

ずれも変更はない。　
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

Ⅲ．子会社の異動及び優先株式の引き

受けについて　

１． 異動の理由

　廃棄物処理事業を営むジークライト

株式会社は、国内屈指の規模の管理型

最終処分場を持ち、高い信用力を有し

ており、今後、同社の企業価値をより

一層高めるには、多様化する幅広い

ニーズにワンストップで応えられる機

能を強化するとともに、シナジー効果

を発揮できる「総合環境ビジネス事

業」への業態転換が大きなキーワード

になるものと認識している。

　一方、藤本和彦氏を代表取締役とす

るクリーンフォレスト株式会社を中心

とした企業グループは、ベンチャー企

業ながらも収集運搬からリサイクル、

中間処理、そして最終処分までの一貫

したビジネスモデルの構築を目指した

事業展開を積極的に推進している。さ

らに同グループは、コンプライアンス

経営に対する意識も高く、それらは当

社及びジークライト株式会社の事業構

想と基本方針に合致することから、関

係者間で協議を重ねた結果、ジークラ

イト株式会社の普通株式を、藤本和彦

氏がその取得を目的として設立したゼ

ニス株式会社へ譲渡することを、平成

20年2月28日開催の取締役会において

決定するに至ったものである。　

　なお、当社及びジークライト株式会

社がこれまで培ってきた最終処分場事

業のノウハウを生かし、関係自治体及

び取引先との良好な関係を維持するた

め、現経営陣が引き続き経営にあたる

こととし、また、当社は、一定のガバ

ナンス及びモニタリング機能を働かせ

る目的をもって、ジークライト株式会

社が発行する優先株式の引き受け等に

ついても以下のとおり決定した。　
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．異動する子会社の概要（平成19年

12月31日現在）　

(1)商号　ジークライト株式会社　

(2)代表者　苅部　隆(※１)　

(3)本店所在地　山形県米沢市大字板

谷315番地　

(4)設立年月日　昭和23年9月17日　　

(5)主な事業内容　廃棄物処理事業　

(6)決算期　12月31日　

(7)従業員数　54人　

(8)主な事業所　山形県、東京都、新

潟県　

(9)資本金　30百万円　

(10)発行済株式総数　1,500株　

(11)大株主構成　㈱阿賀高原開発　

100％(※２)　

(12)直近事業年度における業績　

 平成19年12月期

売　上　高 　　　2,848百万円

営業利益 　　　  806

経常利益 　　　  663

当期純利益 　　　  373

総　資　産 　　　6,866

純　資　産 　　　1,439

※１. 代表取締役苅部隆氏は、平成20

年2月29日開催のジークライト株式会

社の定時株主総会の終結をもって取締

役を退任し、同日開催の同社取締役会

において、取締役である加原友夫氏が

代表取締役へ就任している。　

※２. 平成20年4月9日（予定）の合併

の効力発生により、当社がジークライ

ト株式会社の100％親会社となる。　

３．普通株式譲渡の概要

(1)譲渡の相手先　ゼニス株式会社

(2)異動前の所有株式数　1,500株

(3)譲渡株式数　1,500株

(4)株式譲渡価額　8,000百万円

(5)異動後の所有株式数　0株

４．異動の日程

株式譲渡契約承認の取締役会

平成20年2月28日

株式譲渡契約締結

平成20年2月28日

普通株式譲渡日

平成20年4月10日(予定)

５．業績に与える影響

　本件により、平成20年12月期におい

て当社個別業績では、約39億円の特別

利益を計上する見込みである。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６．優先株式の引き受けについて　

(1)株式の種類　ジークライト㈱第一

種優先株式　

(2)募集株式の数　3,250株　

(3)引受株式の数　3,250株　

(4)払込金額の総額　合計3,250百万円

　

(5)払込期日　平成20年4月10日（予

定）　

　※なお、本件優先株式は取得請求権

付優先株式であり、株主間で別途定め

る取得請求が可能となる時期・条件に

したがって取得がなされることとなる

が、ジークライト株式会社の将来の企

業価値によっては償還が左右される可

能性がある。　
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６．受注高、売上高及び次期繰越高
１．受注高

区分
前年中間期
（百万円）

当中間期
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期
（百万円）

建設事業      

建築      

官公庁 119 2,738 2,618 2,185.7 346

民　間 29,039 18,065 △10,973 △37.8 73,915

計 29,159 20,804 △8,355 △28.7 74,262

土木      

官公庁 7,043 11,958 4,914 69.8 14,514

民　間 5,923 5,540 △383 △6.5 8,543

計 12,967 17,498 4,531 34.9 23,058

合計      

官公庁 7,163 14,696 7,533 105.2 14,861

民　間 34,963 23,606 △11,356 △32.5 82,459

計 42,126 38,303 △3,823 △9.1 97,320

不動産事業 705 407 △298 △42.3 14,323

合計 42,831 38,710 △4,121 △9.6 111,644

２．売上高

区分
前年中間期
（百万円）

当中間期
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期
（百万円）

建設事業      

建築      

官公庁 428 806 377 88.2 1,543

民　間 29,452 22,366 △7,086 △24.1 70,212

計 29,881 23,172 △6,708 △22.5 71,756

土木      

官公庁 6,990 10,285 3,294 47.1 18,058

民　間 3,815 3,858 43 1.1 9,270

計 10,806 14,143 3,337 30.9 27,329

合計      

官公庁 7,419 11,091 3,672 49.5 19,602

民　間 33,267 26,224 △7,043 △21.2 79,483

計 40,687 37,316 △3,370 △8.3 99,085

不動産事業 545 400 △144 △26.5 14,241

合計 41,232 37,717 △3,515 △8.5 113,327
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３．次期繰越高

区分
前年中間期末
（百万円）

当中間期末
（百万円）

比較増減
（百万円）

増減率
（％）

前期末
（百万円）

建設事業      

建築      

官公庁 2,250 3,293 1,043 46.4 1,361

民　間 55,481 55,297 △184 △0.3 59,597

計 57,732 58,591 858 1.5 60,959

土木      

官公庁 21,145 19,221 △1,923 △9.1 17,548

民　間 7,688 6,535 △1,152 △15.0 4,853

計 28,833 25,757 △3,076 △10.7 22,402

合計      

官公庁 23,395 22,515 △880 △3.8 18,910

民　間 63,170 61,833 △1,337 △2.1 64,451

計 86,566 84,348 △2,217 △2.6 83,361

不動産事業 312 240 △71 △22.8 234

合計 86,878 84,589 △2,289 △2.6 83,595
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