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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 14,964 ― 776 ― 793 ― 445 ―

20年3月期第2四半期 13,074 18.0 1,048 6.7 1,133 7.4 594 14.6

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 21.32 ―

20年3月期第2四半期 28.49 ―

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 44,492 29,899 67.2 1,430.38
20年3月期 46,056 29,869 64.9 1,433.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  29,899百万円 20年3月期  29,869百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 44,500 3.3 3,370 △15.8 3,430 △17.6 1,970 △16.0 94.24

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  21,858,491株 20年3月期  21,158,491株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  955,408株 20年3月期  321,090株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  20,867,235株 20年3月期第2四半期  20,864,807株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱や原油を始めとする原材料価格の高騰により、企業収益の低下や個人消費の不振が顕著になり景気の減速感が一

段と強まりを見せました。

　建設業界におきましては、民間建設投資は、昨年の改正建築基準法施行の影響による反動増はあるものの、企業収

益の低下に伴う設備投資の減少や首都圏におけるマンション販売数の不振に加え信用不安が発生するなど、回復には

ほど遠い状況であり、また、公共建設投資は縮減傾向に歯止めがかからず、一層競争が激しくなるなど、引き続き厳

しい受注環境のなか推移いたしました。

　このような状況のなかで、当社は、「顧客志向の提案営業力の強化」や「高い信頼獲得に向けた品質と技術のレベ

ルアップ」を目指し、建築事業分野では、お客様の資産活用をサポートする、技術と品質を追求したＦＡ事業などに

注力するとともに、土木事業分野では、コンクリート補修・補強事業の拡大を目指し事業体制の強化を図り、積極的

に営業活動を展開し、受注の確保に努めてまいりました。

　その結果、第２四半期累計期間の売上高は、前年度からの大型繰越工事の完成が増加したことなどにより前第２四

半期累計期間比18億８千９百万円増加し、149億６千４百万円(14.5%増)となりました。

　利益につきましては、売上高は増加したものの、取引先破綻に伴う貸倒引当金を計上したことにより販売費及び一

般管理費が大幅に増加したため、営業利益は、前第２四半期累計期間比２億７千２百万円減少し、７億７千６百万円

（26.0％減）、経常利益は、投資有価証券評価損の計上も有り、前第２四半期累計期間比３億３千９百万円減少し、

７億９千３百万円（29.9％減）、四半期純利益は前第２四半期累計期間比１億４千９百万円減少し、４億４千５百万

円（25.2％減）となりました。

　（注）文中の前第２四半期累計期間との増減額、増減率につきましては、前年同四半期と会計基準が異なるため参考と

して記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

　（１） 資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末比15億６千３百万円減少し、444億９千２百万円(3.4%減)と

なりました。

　流動資産合計は、前事業年度末比24億６千４百万円減少し、281億６千万円(8.0%減)となりました。これは、繰越

工事の施工高進捗による未成工事支出金の増加や有価証券の増加もありましたが、受取手形・完成工事未収入金等

が売上債権回収により減少したためであります。

　固定資産合計は、前事業年度末比９億１百万円増加し、163億３千１百万円(5.8%増)となりました。これは、建物

の取得を主因に有形固定資産計が、前事業年度末比11億５千８百万円増加する一方、市場価格の下落を主因として

投資その他の資産計が前事業年度末比２億５千２百万円減少したことが主因であります。

　負債合計は、前事業年度末比15億９千４百万円減少し、145億９千３百万円(9.8%減)となりました。これは、流動

負債合計が、支払手形・工事未払金等の減少および法人税等の支払により未払法人税等が減少したことなどにより、

前事業年度末比22億１千７百万円の減少となる一方、固定負債合計が、「信託型従業員持株インセンティブ・プラ

ン」に係る長期借入金の増加を主因として、前事業年度末比６億２千３百万円増加したことが主因であります。

　純資産合計は、前事業年度末比３千万円増加し、298億９千９百万円(0.1%増)となりました。

　（２） キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金で34億９千万円の収入超過、

投資活動による資金で20億５千３百万円の支出超過、財務活動による資金で３億９千１百万円の収入超過となりま

した。この結果、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は、83億５千１百万円となりました。

  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、つぎのとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、34億９千万円の収入超過となりました。

これは、売上債権が回収により78億７千６百万円減少したことに加え、未成工事受入金が大型工事完成に伴い５億

３千５百万円の増加に留まる一方、繰越工事の工事進捗に伴う未成工事支出金が36億７千５百万円増加したことが

主因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得17億２千５百万円を主因として20億５千３百万円の

支出超過となったものです。



（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に係る借入金によ

る収入７億１千２百万円および配当金の支払３億１千４百万円などにより３億９千１百万円の収入超過となったも

のです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、米国経済の景気後退懸念などにより、株式や為替市場への悪影響が予想されるこ

とから、景気の先行き不透明感はさらに増してゆくものと予想されます。

　また、建設業界におきましても、公共建設投資の縮減が続くことから、民間建設分野での受注競争はさらに激化

し、引き続き厳しい経営環境が続くと思われます。　

　このような環境のなか当社は、これら諸般の情勢を十分認識し、引き続き「顧客志向の提案営業力の強化」や「高

い信頼獲得に向けた品質と技術のレベルアップ」を目指すとともに、受注競争力、コスト競争力を強化し、受注の

獲得を目指していきます。

　なお、通期の業績予想につきましては、厳しい経営環境のなか業績の向上に努め、比較的順調に推移しておりま

したが、取引先破綻に伴う貸倒引当金の計上により、平成20年10月20日に以下のように予想を修正しております。

 

「参考」平成21年３月期通期業績予想の修正（平成20年10月20日発表）　　　　（単位：百万円）　

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 45,300 4,050 4,230 2,450

今回修正（Ｂ） 44,500 3,370 3,430 1,970

増減額（Ｂ-Ａ） △800 △680 △800 △480

増減率 △1.8% △16.8% △18.9% △19.6%

(ご参考）前期実績

(平成20年３月期） 43,072 4,004 4,164 2,345

　（注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因により予想数値と異なる場合があります。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法

　補償見積率が前事業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、前事業年度決算において算

定した過去の実績率などの合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。

②税金費用の計算方法

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

 

（２）四半期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

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更　

（販売用不動産）　

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半

期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によ

り算定しております。これにより、四半期累計期間に係る税引前四半期純利益は、29,871千円減少しておりま

す。

（材料貯蔵品）

　従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。これによる損益の

影響はありません。

　



（３）追加情報

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～10年としておりましたが、第１四半期会計期間より６年に

変更いたしました。

　この変更は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日法律第23号）および（所

得税法等の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令　平成20年４月30日政令第

164号））により、耐用年数を見直した結果によるものです。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

（４）信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株式発行および自己株式処分に関する会計処理方法につ

いて

　当社は、平成20年４月１日開催の取締役会において、社員福利厚生の増進を図ると同時に、幅広い層の社員が

株価を意識し、業績向上への共通認識を持って業務遂行し、このことにより企業価値向上を図るべく「信託型従

業員持株インセンティブ・プラン」の導入を決議しました。この決議に基づき、平成20年４月22日付で、新株式

（普通株式）700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下「信託口」という。）に第三者

割当の方法で発行しております。また併せて自己株式300,000株を信託口へ処分しております。

　当該新株式の発行および自己株式の処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視

した保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

　すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全株自己株式として受け入れた

ものとし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたもの

として会計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分された自己株式についても、信託口へ処分された

時点では譲渡を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が

譲渡されたものとして会計処理をしております。

　従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産および負債ならびに費用および収益についても当社貸

借対照表および損益計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

　このため、自己株式数については、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

　なお、当第２四半期会計期間末日（平成20年９月30日）における自己株式数は、以下の通りであります。

　　　　　　　　　　　　　自己株式数　　　　　　　　　  955,408株

　　　　　　　　　　　　　　うち当社所有自己株式数　　　 37,408株

　　　　　　　　　　　　　　うち信託口所有当社株式数　　918,000株

　



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,849,880 6,522,351

受取手形・完成工事未収入金等 3,757,910 11,634,426

有価証券 4,018,685 2,118,488

販売用不動産 434,945 464,817

未成工事支出金 12,176,856 9,105,146

繰延税金資産 418,450 418,450

その他 559,114 364,252

貸倒引当金 △54,960 △2,380

流動資産合計 28,160,883 30,625,552

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 3,118,585 3,491,264

その他（純額） 6,879,049 5,348,009

有形固定資産計 9,997,634 8,839,274

無形固定資産 29,993 35,062

投資その他の資産   

投資有価証券 5,565,132 5,972,966

繰延税金資産 38,733 －

その他 700,350 583,400

貸倒引当金 △100 －

投資その他の資産計 6,304,116 6,556,367

固定資産合計 16,331,744 15,430,704

資産合計 44,492,627 46,056,256

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,124,418 7,657,244

未払法人税等 355,705 1,326,678

未成工事受入金 5,212,476 4,677,317

引当金 217,350 241,870

その他 962,728 1,187,078

流動負債合計 12,872,679 15,090,187

固定負債   

長期借入金 654,080 －

繰延税金負債 － 65,280

退職給付引当金 888,002 864,938

その他 178,326 166,801

固定負債合計 1,720,408 1,097,020

負債合計 14,593,087 16,187,207



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,053,175

資本剰余金 3,347,266 3,090,482

利益剰余金 23,251,929 23,119,474

自己株式 △663,651 △209,151

株主資本合計 29,237,919 29,053,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 661,620 815,067

評価・換算差額等合計 661,620 815,067

純資産合計 29,899,540 29,869,048

負債純資産合計 44,492,627 46,056,256



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高  

完成工事高 14,805,178

不動産事業売上高 159,356

売上高合計 14,964,534

売上原価  

完成工事原価 12,275,052

不動産事業売上原価 76,876

売上原価合計 12,351,928

売上総利益  

完成工事総利益 2,530,126

不動産事業総利益 82,479

売上総利益合計 2,612,605

販売費及び一般管理費 1,836,197

営業利益 776,408

営業外収益  

受取利息 17,192

受取配当金 60,108

その他 23,729

営業外収益合計 101,031

営業外費用  

支払利息 4,435

投資有価証券評価損 70,582

その他 8,533

営業外費用合計 83,552

経常利益 793,887

特別利益 －

特別損失  

販売用不動産評価損 29,871

特別損失合計 29,871

税引前四半期純利益 764,015

法人税等 319,000

四半期純利益 445,015



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 764,015

減価償却費 498,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） 550,368

工事損失引当金の増減額（△は減少） △13,230

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,063

受取利息及び受取配当金 △77,301

支払利息 4,435

投資有価証券評価損益（△は益） 70,582

投資有価証券売却損益（△は益） △222

有形固定資産除却損 441

売上債権の増減額（△は増加） 7,876,516

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,675,384

販売用不動産の増減額（△は増加） 29,871

未収入金の増減額（△は増加） △99,420

仕入債務の増減額（△は減少） △1,532,825

未成工事受入金の増減額（△は減少） 535,159

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,451

未収消費税等の増減額（△は増加） △52,768

未払消費税等の増減額（△は減少） △140,169

その他 △26,231

小計 4,720,442

利息及び配当金の受取額 75,084

利息の支払額 △4,435

法人税等の支払額 △1,300,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,490,902

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △10,492,793

有価証券の売却による収入 10,120,000

有形固定資産の取得による支出 △1,725,999

投資有価証券の売却による収入 57,230

貸付金の回収による収入 302

その他 △11,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,053,016

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 712,000

長期借入金の返済による支出 △57,919

配当金の支払額 △314,464

自己株式の取得による支出 △13,880

自己株式の売却による収入 65,363

財務活動によるキャッシュ・フロー 391,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,828,985

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,351,336



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期財務諸表等規則」に従い

四半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年4月22日付で、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）(以下「信託口」という。)か

ら第三者割当増資の払い込みを受けておりますが、会計処理については、当社と信託口は一体であるとの保守的

な処理をしていることから、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全額自己株式と

して受入れたものとした処理をいたしました。

　      　これにより、資本金が249,200千円、資本準備金が249,200千円、自己株式が498,400千円、それぞれ増加いた

        しました。

　      　その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものとして自

        己株式を減額する処理をおこなっております。

　この結果、当第２四半期会計期間末において、資本金が3,302,375千円、資本準備金が3,338,395千円、自己株

式が663,651千円となっております。

６．受注高、売上高及び繰越工事高

　(１)受注高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 12,201,857 11,497,810 △704,047 △5.8 27,780,228

建築 6,201,000 3,284,450 △2,916,550 △47.0 13,494,971

計 18,402,858 14,782,260 △3,620,597 △19.7 41,275,200

不動産事業 415,093 159,356 △255,737 △61.6 573,894

合計 18,817,952 14,941,616 △3,876,335 △20.6 41,849,095

 

　(２)売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 9,130,546 10,214,524 1,083,977 11.9 26,186,561

建築 3,529,190 4,590,654 1,061,464 30.1 16,312,391

計 12,659,737 14,805,178 2,145,441 16.9 42,498,952

不動産事業 415,093 159,356 △255,737 △61.6 573,894

合計 13,074,830 14,964,534 1,889,703 14.5 43,072,847

 

　(３)繰越工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 15,561,908 15,367,551 △194,357 △1.2 14,084,265

建築 15,607,748 8,812,314 △6,795,434 △43.5 10,118,518

計 31,169,657 24,179,865 △6,989,791 △22.4 24,202,783

不動産事業 － － － － －

合計 31,169,657 24,179,865 △6,989,791 △22.4 24,202,783

　（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ　売上高

　　　完成工事高 12,659,737

　　　不動産事業売上高 415,093

　　　売上高計 13,074,830 100

Ⅱ　売上原価

　　　完成工事原価 10,500,150

　　　不動産事業売上原価 308,303

　　　売上原価計 10,808,453 82.7

　　売上総利益

　　　完成工事総利益 2,159,587

　　　不動産事業総利益 106,790

　　　売上総利益計 2,266,377 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,217,553 9.3

　　　営業利益 1,048,824 8.0

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 4,480

　　　その他 98,032

　　　営業外収益計 102,512 0.8

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 －

　　　その他 18,230

　　　営業外費用計 18,230 0.1

　　　経常利益 1,133,106 8.7

Ⅵ　特別利益 14,925 0.1

Ⅶ　特別損失 105,416 0.8

　　税引前中間(当期)純利益 1,042,614 8.0

　　法人税、住民税及び事業税 467,000

　　法人税等調整額 △18,945 448,054 3.5

　　中間(当期)純利益 594,560 4.5



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前中間(当期)純利益 1,042,614

　減価償却費 349,155

　貸倒引当金の増加・減少(△)額 △9,885

　工事損失引当金の増加・減少(△)額 251,441

　役員賞与引当金の増加・減少(△)額 △8,641

　退職給付引当金の増加・減少(△)額 △12,668

　賠償損失引当金の増加・減少(△)額 103,000

　受取利息及び受取配当金 △77,766

　支払利息 －

　投資有価証券評価損 15,057

　販売用不動産評価損 －

　投資有価証券売却損・益(△) 1,004

　有形固定資産売却損・益(△) △2,623

　有形固定資産除却損 168

　取締役賞与の支払額 －

　売上債権の減少・増加(△)額 3,921,961

　未成工事支出金の減少・増加(△)額 △6,552,422

　販売用不動産の減少・増加(△)額 147,709

　未収入金の減少・増加(△)額 96,193

　仕入債務の増加・減少(△)額 △1,709,511

　未成工事受入金の増加・減少(△)額 3,615,168

　その他流動負債の増加・減少(△)額 △375,056

　未払消費税等の増加・減少(△)額 －

　その他 2,609

　　　　小計 797,508

　利息及び配当金の受取額 75,646

　利息の支払額 －

　法人税等の支払額 △1,172,269

　　　営業活動による

　　　キャッシュ・フロー
△299,114



前中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △999,622

　有価証券の償還・売却による収入 1,000,000

　有形固定資産の取得による支出 △212,974

　有形固定資産の売却による収入 149,480

　投資有価証券の取得による支出 △242,905

　投資有価証券の償還・売却による収入 52,341

　貸付金の回収による収入 －

　その他 △6,129

　　　投資活動による

　　　キャッシュ・フロー
△259,810

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増減 －

　長期借入金の返済による支出 －

　配当金の支払額 △260,340

　自己株式の取得による支出 △22,200

　　　財務活動による

　　　キャッシュ・フロー
△282,540

Ⅳ　現金及び現金同等物の

　　増加・減少(△)額
△841,465

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,635,324

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末

　　(期末)残高
6,793,858
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