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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 14,076 ― △68 ― △133 ― △306 ―

20年3月期第2四半期 17,375 △12.2 211 △35.0 111 △55.1 101 △79.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △1.06 ―

20年3月期第2四半期 0.35 ―

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

21年3月期第2四半期 30,914 6,922 22.4 24.01
20年3月期 32,436 7,169 22.1 24.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,922百万円 20年3月期  7,169百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 44,300 21.7 860 966.6 630 ― 610 257.5 2.12

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があ
ります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  288,357,304株 20年3月期  288,357,304株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  44,004株 20年3月期  40,719株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  288,314,984株 20年3月期第2四半期  288,318,056株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の減少を背景として設備投資や雇用情勢が
弱含みに転じ、また、サブプライムローン問題に端を発した米国金融不安の影響により株安が急激に進行
するなど、景気の後退感は顕著なものになってまいりました。 
 この間建設業界につきましては、マンション販売在庫数の高い水準での推移により分譲住宅着工が弱含
みとなり、公共工事も依然として低調なこともあり、受注環境は非常に厳しい状況が続いております。 
 このような状況の下、当社グループでは、「新３ヵ年計画」の目標である繰越損失の一掃を目指して、
原価管理に関する諸施策を引き続き実施してまいりました。また、当社グループの売上高は、通常の営業
の形態として第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、業績に季節的変動があります。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は140億76百万円、営業損失は68百万円、経
常損失は１億33百万円、四半期純損失は3億6百万円となりました。 
  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
（建設事業） 
 受注面では、選別受注の徹底および不動産市況悪化の影響等により、受注工事高170億30百万円とな
り、損益面では、完成工事高は138億40百万円、完成工事総利益は8億80百万円となりました。 
（不動産事業） 
 不動産事業は、主に不動産の賃貸に関する事業で、不動産事業売上高は2億35百万円、不動産事業総利
益は25百万円となりました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、販売用不動産を取得したものの、受取手形・完成工事未収
入金等を回収したこと等により、前連結会計年度末に比べ15億22百万円減の309億14百万円となりまし
た。 
負債合計は、受取手形・完成工事未収入金等の回収を借入金の返済に充当したことにより、前連結会計

年度末に比べ12億75百万円減の239億91百万円となりました。 
純資産合計は、四半期純損失3億6百万円を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ2億47百万円

減の69億22百万円となりました。 
この結果１株当たり純資産額は、前連結会計年度末24.87円から0.86円減の24.01円となりました。 
当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが18億75百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが6億40百万円のマイナスとなり、財
務活動によるキャッシュ・フローが17億9百万円のマイナスとなりました。 
この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は13億75百万円となりました。 
（1）営業活動によるキャッシュ・フロー 

未成工事支出金が増加したものの売上債権の減少等により、18億75百万円のプラスとなりまし
た。 

（2）投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出により、6億40百万円のマイナスとなりました。 

（3）財務活動によるキャッシュ・フロー 
売上債権等の回収を借入金の返済に充当したため、17億9百万円のマイナスとなりました。 

  
  

平成20年4月28日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更はございません。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

南海辰村建設㈱（1850）平成21年３月期　第２四半期決算短信

2



該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準
第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月
14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に
従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半
期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、
リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に8百万円計上されて
おり、損益に与える影響はありません。 

③ 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年超かつ受注金額５億
円超）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おりました
が、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15
号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業
会計基準適用指針第18号)が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できること
になったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、第１四半期連結
会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確
実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他
の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これにより、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失はそれぞれ196
百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,398 1,889 

受取手形・完成工事未収入金等 12,140 14,246 

販売用不動産 1,547 1,409 

未成工事支出金 2,944 1,930 

不動産事業支出金 94 238 

材料貯蔵品 101 77 

繰延税金資産 91 105 

その他 644 2,413 

貸倒引当金 △91 △91 

流動資産合計 18,870 22,218 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,863 1,903 

土地 7,440 6,115 

建設仮勘定 608 － 

その他（純額） 56 54 

有形固定資産合計 9,968 8,072 

無形固定資産 97 107 

投資その他の資産 

繰延税金資産 1,186 1,172 

その他 1,228 1,302 

貸倒引当金 △437 △438 

投資その他の資産合計 1,977 2,037 

固定資産合計 12,043 10,217 

資産合計 30,914 32,436 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 10,614 10,256 

短期借入金 8,186 9,291 

未成工事受入金 1,134 784 

不動産事業受入金 161 － 

完成工事補償引当金 20 44 

工事損失引当金 21 37 

賞与引当金 107 104 

その他 195 695 

流動負債合計 20,442 21,214 

固定負債 

長期借入金 2,016 2,619 

退職給付引当金 1,345 1,287 

役員退職慰労引当金 9 12 

その他 177 133 

固定負債合計 3,548 4,052 

負債合計 23,991 25,266 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,864 7,864 

利益剰余金 △904 △598 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 6,957 7,264 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △34 △94 

評価・換算差額等合計 △34 △94 

純資産合計 6,922 7,169 

負債純資産合計 30,914 32,436 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 14,076 

売上原価 13,170 

売上総利益 905 

販売費及び一般管理費 974 

営業損失（△） △68 

営業外収益 

受取利息 4 

受取配当金 3 

その他 22 

営業外収益合計 30 

営業外費用 

支払利息 87 

その他 9 

営業外費用合計 96 

経常損失（△） △133 

特別損失 

投資有価証券評価損 144 

その他 13 

特別損失合計 157 

税金等調整前四半期純損失（△） △291 

法人税、住民税及び事業税 15 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 15 

四半期純損失（△） △306 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △291 

減価償却費 64 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △15 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58 

投資有価証券評価損益（△は益） 144 

有形固定資産売却損益（△は益） △2 

受取利息及び受取配当金 △8 

支払利息 87 

未収入金の増減額（△は増加） 2,093 

売上債権の増減額（△は増加） 1,770 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,446 

たな卸資産の増減額（△は増加） △504 

仕入債務の増減額（△は減少） 358 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 350 

未収消費税等の増減額（△は増加） △308 

未払消費税等の増減額（△は減少） △454 

その他 71 

小計 1,965 

利息及び配当金の受取額 8 

利息の支払額 △78 

法人税等の支払額 △19 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,875 

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 △29 

定期預金の払戻による収入 45 

有形固定資産の取得による支出 △681 

有形固定資産の売却による収入 3 

貸付金の回収による収入 4 

その他 16 

投資活動によるキャッシュ・フロー △640 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △900 

長期借入金の返済による支出 △808 

リース債務の返済による支出 △0 

自己株式の取得による支出 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,709 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △474 

現金及び現金同等物の期首残高 1,850 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,375 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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おります。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

    建設事業：建築・土木・電気その他建設工事全般に関連する事業 

    不動産事業：不動産の販売、賃貸事業その他不動産に関連する事業 

２ 会計処理基準等の変更 

第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日企

業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年12月27

日 企業会計基準適用指針第18号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、

建設事業の営業損失が196百万円減少しております。 

  

存外連結子会社がないため、記載しておりません。 
  

海外売上高がないため、記載しておりません。 
  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

13,840 235 14,076 ─ 14,076

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 5 9 （9） ─

計 13,844 241 14,086 （9） 14,076

営業利益又は営業損失(△) △65 10 △54 （13） △68

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考」

（1）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額（百万円）
百分比 
（％）

Ⅰ 売上高

    完成工事高 17,213

    不動産事業売上高 161 17,375 100

Ⅱ 売上原価

    完成工事原価 16,027

    不動産事業売上原価 128 16,155 93.0 

   売上総利益

     完成工事総利益 1,185

     不動産事業総利益 33 1,219 7.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,007 5.8 

    営業利益 211 1.2 

Ⅳ 営業外収益

    受取利息 1

    受取配当金 7

    消費税等還付加算金等 8

    その他 7 24 0.1 

Ⅴ 営業外費用

    支払利息 101

    その他 23 124 0.7 

    経常利益 111 0.6

Ⅵ 特別利益

    投資有価証券売却益 84

    貸倒引当金戻入額 42 126 0.7 

Ⅶ 特別損失

    違約金 111

    役員退職慰労引当金繰入額 12

    その他 3 128 0.7 

    税金等調整前中間純利益 110 0.6 

    法人税、住民税及び事業税 9

    法人税等調整額 － 9 0.0 

    中間純利益 101 0.6 
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（2）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４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 110

   減価償却費 67

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △42

   工事損失引当金の増減額（減少：△） 1

   賞与引当金の増減額（減少：△） △3

   退職給付引当金の増減額（減少：△） 83

   受取利息及び受取配当金 △8

   支払利息 101

   投資有価証券売却損益（益：△） △84

   売上債権の増減額（増加：△） 4,049

   未成工事支出金の増減額（増加：△） △286

   その他たな卸資産の増減額（増加：△） 12

   仕入債務の増減額（減少：△） △5,948

   未成工事受入金の増減額（減少：△） 1,200

   未収消費税等の増減額（増加：△） 206

   未払消費税等の増減額（減少：△） 340

   その他 △181

       小計 △383

   利息及び配当金の受取額 8

   利息の支払額 △99

   法人税等の支払額 △15

  営業活動によるキャッシュ・フロー △490

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 △23

   定期預金の払戻による収入 20

   有形固定資産の取得による支出 △241

   投資有価証券の取得による支出 △60

   投資有価証券の売却による収入 212

   貸付金の回収による収入 5

   その他 △26

  投資活動によるキャッシュ・フロー △113

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額（減少：△） 1,100

   長期借入れによる収入 600

   長期借入金の返済による支出 △757

   自己株式の取得による支出 △0

  財務活動によるキャッシュ・フロー 942

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 338

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,865

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,203
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  【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４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
  

  【所在地別セグメント情報】 

    存外連結子会社がないため、記載しておりません。 

  【海外売上高】 

    海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

（3）セグメント情報

建設事業 
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

 (1)外部顧客に 
     対する売上高

17,213 161 17,375 － 17,375

 (2)セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

4 6 10 (10） －

計 17,217 168 17,385 (10） 17,375

営業費用 17,006 142 17,148 15 17,163

営業利益 211 26 237 (25) 211
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(注)  1 当社グループでは建設事業以外は受注生産をおこなっておりません。 

2 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため生産の状況は記載しておりません。 

  

6. 生産、受注及び販売の状況

(1)部門別売上高明細表

区分

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

比較増減（△）

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

建

設

事

業

 建  築 12,885 74.2 9,369 66.5 △3,516 △27.3

土  木 3,420 19.7 3,730 26.5 310 9.1

電  気 907 5.2 740 5.3 △167 △18.4

計 17,213 99.1 13,840 98.3 △3,372 △19.6

不動産 161 0.9 235 1.7 73 45.5

合  計 17,375 100 14,076 100 △3,298 △19.0

(2)受注状況

区分

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

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

比較増減（△）

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

受 
注 
工 
事 
高

建  築 12,133 68.6 11,708 68.7 △425 △3.5

土  木 3,928 22.2 4,200 24.7 271 6.9

電  気 1,624 9.2 1,121 6.6 △502 △30.9

合  計 17,687 100 17,030 100 △656 △3.7

繰 
越 
工 
事 
高

建  築 22,825 73.6 31,748 87.6 8,922 39.1

土  木 6,620 21.3 3,836 10.6 △2,784 △42.1

電  気 1,574 5.1 667 1.8 △906 △57.6

合  計 31,020 100 36,251 100 5,231 16.9
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