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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 53,481 2.7 507 △27.3 634 △25.5 365 △21.5

20年3月期第2四半期 52,087 △0.7 697 24.9 852 22.6 465 2.0

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 42.00 ―

20年3月期第2四半期 53.50 ―

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 45,530 9,403 20.7 1,081.12
20年3月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  9,403百万円 20年3月期  9,344百万円

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 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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 111,000 1.7 1,600 9.3 2,000 13.7 1,110 68.7 127.60

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）  有  

（注）詳細は、２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) 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、２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、２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） 

 

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 8,798,782株 20年3月期 8,798,782株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 100,465株 20年3月期 100,240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 8,698,476株 20年3月期第2四半期 8,698,542株
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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 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した金融リスクの影響が実体経

済へと波及し、先行き不透明な中で推移しました。わが国の建設業界においても、改正建築基準法施行等の影響に

加え、設備投資の低迷等により、市場規模は前年比マイナスであり、引き続き先行きの見通しが厳しい中で推移す

ると考えております。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

 
 そのような環境下、当社グループの連結ベースの売上高は53,481百万円（前年同期比＋2.7％）、売上総利益は

5,011百万円（同△2.6％）となりました。販売費及び一般管理費は4,504百万円（同＋1.3％）で営業利益は507百

万円（同△27.3％）となりました。また、営業外損益を加えた経常利益は634百万円（同△25.5％）となりまし

た。 

 また、特別利益に子会社株式売却益71百万円、特別損失に減損損失72百万円を計上しました。その結果、四半期

純利益は365百万円（同△21.5％）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期の総資産額は45,530百万円となり、前連結事業年度末と比較し2,790百万円増加しました。主な要

因は、現金及び預金と受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

 負債総額は、36,126百万円となり、前連結事業年度末と比較し2,731百万円増加しました。主な要因は、短期借

入金の増加によるものです。 

 なお、自己資本比率は20.7％となり、前連結事業年度末と比較し1.2ポイント減少しました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

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） 

 東京ガスライフバル西むさし㈱（旧㈱ハットリビング、以下東京ガスライフバル西むさし㈱）は、当第２四半

期連結会計期間において当社が所有する株式の一部を売却したため、連結子会社から持分法適用関連会社となっ

ております。 

（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 

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一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

・民間住宅 －着工戸数ベース

内　　訳 ・民間非住宅 －延床面積ベース

・政府 －投資額ベース

建設投資（新設） 48.0     △1.5    
【住宅】
 　　   △0.1％

【非住宅】
　　　    3.5％

【政府】
 　　 　△6.2％

民間住宅 17.2     △0.1    
【持家】
　　　  △0.2％

【貸家】
　　　 　13.9％

【分譲】
　　　 　 5.9％

民間非住宅 8.9      3.5      
【工場】
　 　　  12.3％

【事務所】
　　　  △2.3％

【店舗】
 　　　△19.8％

政府 16.8     △6.2    
【建築】
　　　  △8.5％

【土木】
　　　  △5.9％

リフォーム（既築） 6.7      0.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 54.7     △1.3    民間住宅 民間非住宅 政府

平成20年度見通し

対前期
増減率
（％）

名　目
投資額
（兆円）
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② 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。 

④ 減損の兆候把握 

 使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるよ

うな意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候があるもの

と判断しております。 

⑤ 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、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

況に著しい変化が認められないので、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。 

⑥ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

（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 

① 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。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「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、主として総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

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが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、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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 2,350 1,425

受取手形及び売掛金 19,003 18,125

商品 5,239 5,200

債権売却未収入金等 － 143

繰延税金資産 566 561

その他 2,261 1,736

貸倒引当金 △771 △1,027

流動資産合計 28,649 26,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,000 4,040

減価償却累計額 △1,798 △1,757

建物及び構築物（純額） 2,201 2,282

機械装置及び運搬具 125 126

減価償却累計額 △103 △101

機械装置及び運搬具（純額） 22 25

土地 6,624 6,824

建設仮勘定 125 －

その他 190 188

減価償却累計額 △140 △140

その他（純額） 50 47

有形固定資産合計 9,024 9,180

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 72 39

無形固定資産合計 72 39

投資その他の資産   

投資有価証券 4,286 4,023

長期貸付金 1,217 1,722

破産更生債権等 536 542

保険積立金 1,555 1,218

敷金及び保証金 547 536

その他 432 443

貸倒引当金 △792 △1,133

投資その他の資産合計 7,783 7,353

固定資産合計 16,880 16,573

資産合計 45,530 42,739
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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   

支払手形及び買掛金 22,031 23,609

短期借入金 4,299 －

1年内返済予定の長期借入金 506 596

1年内償還予定の社債 350 600

未払法人税等 290 60

預り金 54 73

賞与引当金 245 294

その他 2,044 1,682

流動負債合計 29,822 26,915

固定負債   

社債 － 100

長期借入金 3,735 3,680

繰延税金負債 641 771

再評価に係る繰延税金負債 528 528

退職給付引当金 462 465

役員退職慰労引当金 260 269

長期預り保証金 675 663

固定負債合計 6,303 6,479

負債合計 36,126 33,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,310 7,958

自己株式 △106 △106

株主資本合計 9,180 8,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49 125

土地再評価差額金 272 389

評価・換算差額等合計 223 514

純資産合計 9,403 9,344

負債純資産合計 45,530 42,739
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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 53,481

売上原価 48,469

売上総利益 5,011

販売費及び一般管理費 4,504

営業利益 507

営業外収益  

受取利息 96

受取配当金 22

仕入割引 275

受取地代家賃 146

その他 38

営業外収益合計 579

営業外費用  

支払利息 102

売上割引 149

持分法による投資損失 10

デリバティブ評価損 14

手形売却損 89

賃貸費用 45

その他 41

営業外費用合計 451

経常利益 634

特別利益  

持分変動利益 7

子会社株式売却益 71

特別利益合計 78

特別損失  

減損損失 72

ゴルフ会員権評価損 2

特別損失合計 75

税金等調整前四半期純利益 637

法人税等 272

四半期純利益 365
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 27,696

売上原価 25,167

売上総利益 2,529

販売費及び一般管理費 2,188

営業利益 341

営業外収益  

受取利息 48

受取配当金 3

仕入割引 141

受取地代家賃 67

その他 19

営業外収益合計 280

営業外費用  

支払利息 57

売上割引 75

持分法による投資損失 10

デリバティブ評価損 334

手形売却損 52

賃貸費用 20

その他 16

営業外費用合計 566

経常利益 55

特別利益  

持分変動利益 7

子会社株式売却益 71

貸倒引当金戻入額 6

特別利益合計 85

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 138

法人税等 62

四半期純利益 76
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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利益 637

減価償却費 69

減損損失 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △49

受取利息及び受取配当金 △119

支払利息 102

手形売却損 89

子会社株式売却損益（△は益） △71

デリバティブ評価損益（△は益） 14

持分法による投資損益（△は益） 10

持分変動損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） △479

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 143

たな卸資産の増減額（△は増加） △53

仕入債務の増減額（△は減少） △1,922

その他 △55

小計 △1,615

利息及び配当金の受取額 124

利息の支払額 △189

法人税等の支払額 △73

法人税等の還付額 10

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,742

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 △139

有形固定資産の売却による収入 150

投資有価証券の取得による支出 △747

投資有価証券の売却による収入 199

保険積立金の積立による支出 △368

保険積立金の解約による収入 31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

21

貸付けによる支出 △2,004

貸付金の回収による収入 1,778

ソフトウエアの取得による支出 △36

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117
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（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) 

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） 4,299

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △335

社債の償還による支出 △350

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 924

現金及び現金同等物の期首残高 1,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,350
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（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

６．その他の情報 

 重要な後発事象として持分法適用関連会社の持分法適用除外があります。 

 平成20年10月１日に、㈱協和日成を吸収分割会社、東京ガスライフバル西むさし㈱を吸収分割承継会社とする

吸収分割が実行され、さらに東京ガスライフバル西むさし㈱は、東京ガス㈱を引受先とする第三者割当増資を実

行しております。この結果、当社の東京ガスライフバル西むさし㈱に対する持分比率が低下し、当第３四半期連

結会計期間より持分法適用除外となります。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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   52,087 100.0 

Ⅱ 売上原価   46,942 90.1 

売上総利益   5,145 9.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,447 8.6 

営業利益   697 1.3 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 143     

２．受取配当金 19     

３．仕入割引 278     

４．賃貸収入 134     

５．その他  44 620 1.2 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 87     

２．手形売却損 135     

３．売上割引 150     

４．賃貸費用 47     

５．その他  44 466 0.9 

経常利益   852 1.6 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入額 31 31 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．役員退職慰労金 38 38 0.1 

税金等調整前中間純利益   844 1.6 

法人税、住民税及び事業
税 48     

過年度法人税等 53     

法人税等調整額 277 379 0.7 

中間純利益   465 0.9 
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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 844 

減価償却費  72 

退職給付引当金の増減額
（△は減少）  7 

貸倒引当金の増減額（△
は減少）  

△39 

賞与引当金の増減額（△
は減少）  13 

受取利息及び配当金  △163 

仕入割引 △278 

支払利息  87 

手形売却損  135 

役員退職慰労金  38 

売上債権の増減額（△は
増加） 4,829 

たな卸資産の増減額（△
は増加）  

△359 

債権売却未収入金等の増
減額（△は増加）  

△29 

仕入債務の増減額（△は
減少）  

△2,718 

その他  27 

小計 2,468 

利息及び配当金の受取額  461 

利息の支払額  △217 

役員退職慰労金の支払額  △503 

法人税等の支払額 △266 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,941 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

投資有価証券の取得によ
る支出 

△1,267 

投資有価証券の売却・償
還による収入 1,000 

貸付けによる支出  △1,423 

貸付金の回収による収入  1,145 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△86 

有形固定資産の売却によ
る収入  0 

その他  △46 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△678 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

 
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） 

Ⅲ 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 1,300 

長期借入金の返済による
支出  

△462 

社債の償還による支出  △1,500 

配当金の支払額 △129 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△792 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 471 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 1,427 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

1,898 
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