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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 5,476 ― 101 ― 71 ― 110 ―

20年3月期第2四半期 6,572 5.4 7 △97.6 58 △81.0 120 25.7

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 14.02 ―

20年3月期第2四半期 15.26 ―

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 17,139 2,948 17.2 373.58
20年3月期 17,150 2,891 16.9 366.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,948百万円 20年3月期  2,891百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 13,260 4.5 463 ― 408 ― 371 ― 47.00

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、5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  無  

(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、5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 
1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後の様々な要因の
変化により実際の業績とは異なる可能性があります。 
2. 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。  

新規 1 社 （社名 マクロホーム株式会社 ） 除外 1 社 （社名 マクロホーム株式会社 ）

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  7,930,383株 20年3月期  7,930,383株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  37,791株 20年3月期  36,250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  7,893,860株 20年3月期第2四半期  7,895,312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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安、原油

価格高騰による物価上昇などによる先行き不安感などから個人消費の低迷が続くなか、住宅建築業界においても、

新設住宅着工戸数が580千戸（対前年同期比8.9％増）、うち持家については7.9％増の175千戸となり若干の回復感

が見受けられるものの、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

   当社グループは、「ゼロエネルギー、100 年住宅」のコンセプトのもと省エネルギー、環境への配慮を最重点と

した高性能、差別化商品の販売に努力してまいりました。 

   また、原材料の高騰によるコストアップを吸収するため、生産工場の合理化、効率化による製造原価の圧縮、経

費節減に努力を行い、当第２四半期連結累計期間は、売上高5,476百万円（前年同期比16.7％減）、経常利益71百万

円（前年同期比22.1％増）、四半期純利益は110百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 

 

   事業の種類別の経営成績は下記の通りです。 

 （住宅事業） 

   住宅建築請負を行う「住宅事業」については、北海道での住宅展示場（札幌5ヶ所、旭川市、帯広市）へのモデル

ハウス出展を中心に、環境に配慮した高性能、高品質をアピールした営業を行うとともに業務の効率化、さらなる

経費の削減を実施いたしました。 

   また、販売子会社の本州地区の営業拠点においては、拠点ごとの営業体制の見直し、経費削減等の対策を講じ、

売上高は2,699百万円（前年同期比21.7％減）、営業損失は13百万円（前年同期27百万円の営業損失）となりました。 

 （ＦＰ事業） 

   全国のＦＰグループ工務店向けにウレタン断熱パネル等製品の販売、建築資材の販売を行う「ＦＰ事業」では、

会員工務店に対する情報提供、工場見学の継続実施等による製品の差別化をアピールするなどの営業を行うととも

に一層の業務合理化と経費削減等を行った結果、売上高は2,759百万円（前年同期比11.5％減）、営業利益は483百

万円（前年同期比9.9％増）となりました。なお、当第２四半期連結累計期間末のＦＰグループ会員数は434社（前

期末比10社減）となりました。 

 （南あいの里事業） 

   札幌市南あいの里土地区画整理組合から委託を受け実施している「南あいの里事業」について、宅地造成工事に

ついての進捗率は全体の66.83％となっております。 

   当第２四半期連結累計期間において、宅地造成工事については、完成引渡しがないため、売上高はありません。 

  また、同区画整理組合に対する事業資金の融資は3,577百万円となっております。 

 （その他事業） 

   当社の製品販売先であるＦＰグループ工務店の営業サポートの一環として、顧客向け住宅ローンの取扱い代理、

ＦＰグループ工務店向けに建築物件にかかる出来高完成保証サービス等の金融関連業務について、当第２四半期連

結累計期間においては、売上高は17百万円（前年同期比130.7％増）、営業損失は2百万円（前年同期11百万円の営

業損失）となりました。 

 

 ※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）につきましては、参考

として記載しております。 

―　2　―



 
松本建工㈱（1779） 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

 
 

２．連結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２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて11百万円減少し、17,139百万円となりまし

た。その増減の主なものは、受取手形及び売掛金の増加373百万円、仕掛品の増加270百万円、商品の減少（182百

万円）、有形固定資産の減少（172百万円）、投資その他の資産の減少（272百万円）等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて68百万円減少し、14,190百万円となりました。その増減の主なものは、

支払手形及び買掛金の増加278百万円、短期借入金の増加298百万円、その他流動負債の増加83百万円、社債の減少

（360百万円）、長期借入金の減少（220百万円）等であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56百万円増加し、2,948百万円となりました。その増加の主なものは、

利益剰余金の増加110百万円等であります。 

②キャッシュフロ－の状況 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により411百万円の増加、投資活動により41百万

円の減少、財務活動により320百万円の減少となり、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、

1,190百万円（対前期比49百万円増）となりました。 

 当第２四半期連結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次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動により得られた資金は、411百万円（対前期比652百万円増）となりました。これは税金等調整前四半期

純利益を 126百万円計上したことと、売上債権増減額の増加141百万円、仕入債務増減額の増加277百万円となった

ことなどによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動により使用した資金は、41百万円（対前期比405百万円減）となりました。これは保険積立金の解約によ

る収入109百万円、短期貸付金の減少149百万円などによるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動により使用した資金は、320百万円（対前期比368百万円減）となりました。これは借入金による収入77

百万円、社債の償還による支出397百万円などの支払いがあったことによるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

  平成20年11月10日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、平成20年８月12日に公表いたしまし

た平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の第２四半期に関する連結業績予想を下記の通り修正い

たしました。 

 

 平成21年３月期第２四半期連結業績予想の修正 

 (1) 第２四半期連結累計期間の連結業績予想（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の修正  

                                           （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） 6,134 124 98 67 

今回予想（Ｂ） 5,476 101 71 110 

増減額（Ｂ－Ａ） △658 △23 △27 43 

増 減 率 △10.7％ △18.8％ △27.4％ 64.6％ 

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期） 

6,572 7 58 120 

 

 (2) 修正理由 

  第２四半期連結累計期間における売上高について、市場環境の悪化等が要因となり住宅事業の受注高が前回予想時

より下回ったため、売上高が前回予想を658百万円下回る見通しとなりました。 

  また、売上高の減少に伴い、営業利益、経常利益についても前回予想を下回る見通しとなりました。 

  当期純利益について、役員退職慰労引当金戻入38百万円を特別利益に計上したことにより当期純利益が前回予想よ

り43百万円増加する見通しとなったものであります。 

 

  なお、通期の業績予想につきましては、新設住宅着工戸数は対前年同期比8.9％増と若干の回復感が見受けられるも

のの、依然として先行き不透明な状況が続いており、現時点において不確定要素があるため、変更はございません。

確定次第、お知らせいたします。 
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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） 

    前連結会計年度末において当社の連結子会社であったマクロホーム㈱は平成20年６月30日をもって清算し、連

結の範囲から除外しております。また、新たに同会社にて営業していた愛知、大阪、滋賀の３事業所を「ＦＰの

家」専門の販売子会社として事業を展開するために平成20年４月３日付にて同じ商号を使用してマクロホーム㈱

を設立しており、第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。 

(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 

 該当事項はありません。 

(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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 

③ 「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 最終改正平成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 

最終改正平成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することにしております。 

  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、残存価額をゼロとする定額法によってお

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。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響もありません。 

④ 第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行い、

一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は2,500

千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。 
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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：千円） 

 
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 1,213,603 1,161,888 

  受取手形及び売掛金 1,510,151 1,137,052 

  商品 1,124,748 1,306,925 

  製品 68,408 64,296 

  原材料 276,523 314,617 

  仕掛品 777,246 506,905 

  短期貸付金 3,965,232 3,829,102 

  その他 415,227 589,369 

  貸倒引当金 △385,860 △388,061 

  流動資産合計 8,965,282 8,522,097 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 4,686,076 4,678,016 

    減価償却累計額 △2,748,307 △2,680,394 

    建物及び構築物(純額) 1,937,769 1,997,621 

   機械装置及び運搬具 2,520,442 2,545,049 

    減価償却累計額 △2,271,399 △2,255,307 

    機械装置及び運搬具(純額) 249,042 289,741 

   土地 3,641,068 3,705,602 

   建設仮勘定 1,948 1,816 

   その他 325,639 333,149 

    減価償却累計額 △247,654 △247,977 

    その他(純額) 77,984 85,172 

   有形固定資産合計 5,907,813 6,079,954 

  無形固定資産 332,300 335,908 

  投資その他の資産 1,996,104 2,259,400 

  貸倒引当金 △92,535 △83,792 

  固定資産合計 8,143,682 8,591,471 

 繰延資産 30,234 36,955 

 資産合計 17,139,199 17,150,523 
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（単位：千円） 

 

 
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 1,800,869 1,521,883 

  短期借入金 6,231,676 5,933,627 

  未払法人税等 20,871 36,433 

  賞与引当金 2,690 3,898 

  完成工事補償引当金 21,819 24,117 

  その他 2,265,191 2,182,129 

  流動負債合計 10,343,119 9,702,089 

 固定負債  

  社債 1,510,000 1,870,000 

  長期借入金 806,900 1,027,400 

  長期預り保証金 1,086,426 1,208,152 

  退職給付引当金 71,608 67,655 

  役員退職慰労引当金 275,140 306,470 

  その他 97,499 77,161 

  固定負債合計 3,847,574 4,556,839 

 負債合計 14,190,694 14,258,929 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,063,542 1,063,542 

  資本剰余金 1,253,785 1,253,785 

  利益剰余金 628,706 518,015 

  自己株式 △17,087 △16,835 

  株主資本合計 2,928,947 2,818,508 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 36,143 114,338 

  繰延ヘッジ損益 △13,193 △37,416 

 為替換算調整勘定 △3,393 △3,837 

  評価・換算差額等合計 19,557 73,084 

 純資産合計 2,948,505 2,891,593 

負債純資産合計 17,139,199 17,150,523 
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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：千円） 

 
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 5,476,084

売上原価 4,003,119

売上総利益 1,472,965

販売費及び一般管理費 1,371,902

営業利益 101,063

営業外収益 

 受取利息及び配当金 56,770

 受取地代家賃 36,927

 雑収入 45,794

 営業外収益合計 139,492

営業外費用 

 支払利息 107,395

 雑損失 61,505

 営業外費用合計 168,900

経常利益 71,654

特別利益 

 固定資産売却益 3,700

 投資有価証券売却益 13,620

 貸倒引当金戻入額 20,376

 役員退職慰労引当金戻入額 38,130

 特別利益合計 75,826

特別損失 

 固定資産売却損 10,302

 固定資産除却損 9,844

 その他 470

 特別損失合計 20,616

税金等調整前四半期純利益 126,864

法人税、住民税及び事業税 16,340

法人税等調整額 △166

法人税等合計 16,173

四半期純利益 110,691
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

 
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 126,864

 減価償却費 134,853

 引当金の増減額(△は減少) △23,467

 支払利息 108,032

 社債発行費償却 3,035

 投資有価証券売却損益(△は益) △13,620

 有形固定資産売却損益(△は益) 16,446

 売上債権の増減額(△は増加) △141,522

 たな卸資産の増減額(△は増加) △54,175

 仕入債務の増減額(△は減少) 277,130

 未収入金の増減額(△は増加) 71,245

 預り保証金の増減額(△は減少) △45,200

 未払人件費の増減額(△は減少) 5,715

 未払消費税等の増減額(△は減少) △45,645

 その他 △22,975

 小計 396,716

 利息及び配当金の受取額 57,633

 利息の支払額 △119,947

 法人税等の支払額 △34,625

 法人税等の還付 111,978

 営業活動によるキャッシュ・フロー 411,756

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 △7,300

 定期預金の払戻による収入 5,000

 投資有価証券の売却による収入 28,688

 固定資産の取得による支出 △39,106

 固定資産の売却による収入 30,011

 保険積立金の解約による収入 109,536

 短期貸付金の増減額(△は増加) △149,681

 長期貸付けによる支出 △600

 長期貸付金の回収による収入 16,348

 その他の支出 △52,367

 その他の収入 17,734

 投資活動によるキャッシュ・フロー △41,735
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（単位：千円） 

 
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 

 短期借入れによる収入 329,349

 長期借入金の返済による支出 △252,059

 社債の償還による支出 △397,500

 自己株式の取得による支出 △252

 配当金の支払額 △284

 財務活動によるキャッシュ・フロー △320,747

現金及び現金同等物に係る換算差額 141

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 49,415

現金及び現金同等物の期首残高 1,140,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,190,253

 

 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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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） 

 当社グループは、前連結会計年度において1,007百万円の純損失を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。これに対処する為、当社グループは当第２四

半期連結累計期間に以下の項目を実施しました。 

① 固定費の削減の継続 

② 人員削減、給与圧縮等の経費の削減の継続 

③ 新３ケ年事業計画の達成へ向けた進捗管理 

④ 各事業における業務合理化と資産の効率化 

 これを踏まえて、当社グループは、短期借入金の継続を前提として各事業の業務合理化、資産及び資金の効率化を

進めることにより、長期借入金及び社債の返済が可能になると考えております。併せて、当社グループは長期資金の

融資依頼を継続して金融機関に行なっており、上記対策を含めて金融機関の理解を得られるものと考えております。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。 
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(5) セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 

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）           （単位：千円） 

 住宅事業 ＦＰ事業
南あいの里
事業 

その他事業 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 2,699,200 2,759,384 － 17,499 5,476,084 － 5,476,084

(2)セグメント間の内部売上高
(2)又は振替高 

－ 86,025 － 28,039 114,065 (114,065) －

計 2,699,200 2,845,410 － 45,538 5,590,149 (114,065) 5,476,084

営業利益又は 
営業損失（△） 

△13,792 483,040 － △2,863 466,383 (365,320) 101,063

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は製品の市場及び販売方法の類似性を考慮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 

事業区分 主要な事業の内容 

住宅事業 
ＦＰ工法住宅等建築の請負、ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売、増
改築の請負、不動産の売買及び仲介 

ＦＰ事業 ウレタン断熱パネル等製品及び建築資材の販売 

南あいの里事業 
札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業について
の業務代行者として、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地の買取 

その他事業 住宅ローンの事務代行及び管理業務、販売促進ツール等の販売の業務代行 

    ３．「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)の④に記載のとおり、第１四半期結会計期間から、機械及び 

装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

    これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

住宅事業で373千円、ＦＰ事業で2,127千円それぞれ減少しております。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 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） 

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

ｃ．海外売上高 

 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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 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） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 
 

前中間連結損益計算書           （単位：千円） 

 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 百分比 

 ％

Ⅰ 売上高 6,572,338 100.0

Ⅱ 売上原価 4,887,360 74.4

   売上総利益 1,684,977 25.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,677,052 25.5

   営業利益 7,924 0.1

Ⅳ 営業外収益 193,526 2.9

 １ 受取利息及び配当金 106,544

 ２ 受取地代家賃 40,020

 ３ 事務手数料収入 8,286

 ４ 設計料収入 2,326

 ５ 雑収入 36,348

Ⅴ 営業外費用 142,767 2.1

 １ 支払利息 92,966

 ２ 支払保証料 10,532

 ３ 貸倒引当金繰入額 ―

 ４ 社債発行費償却 7,275

 ５ 雑支出 31,992

   経常利益 58,684 0.9

Ⅵ 特別利益 419,635 6.4

 １ 固定資産売却益 68

 ２ 投資有価証券売却益 294,142

 ３ 貸倒引当金戻入額 125,424

Ⅶ 特別損失 56,660 0.9

 １ 固定資産売却損 11,041

 ２ 固定資産除却損 30,640

 ３ ゴルフ会員権評価損 4,000

 ４ 訴訟和解金 10,977

 ５ 持分変動損失 ―

   税金等調整前中間(当期) 
   純利益 

421,659 6.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

246,651 3.8

   法人税等調整額 54,525 0.8

   中間(当期)純利益 120,482 1.8
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書             （単位：千円） 

 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 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間（当期）純利益 421,659 

   減価償却費 147,290 

   引当金の増減額 △151,086 

   支払利息 92,966 

   社債発行費償却 7,275 

   投資有価証券売却益 △294,142 

   固定資産除売却損益 41,614 

   売上債権の増減額 △106,467 

   棚卸資産の増減額 △502,537 

   仕入債務の増減額 344,560 

   未収入金の増減額 45,437 

   預り保証金の増減額 △16,223 

   人件費債務の増減額 △27,470 

   未払消費税等の増減額 △32,073 

   その他 △107,372 

    小計 △136,569 

   利息及び配当金の受取額 105,398 

   利息の支払額 △92,911 

   法人税等の支払額 △66,175 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △190,257 
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                             （単位：千円） 

 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 

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 △300 

   定期預金の払戻による収入 ― 

   投資有価証券の取得による支出 △140,000 

   投資有価証券の売却による収入 537,625 

   固定資産の取得による支出 △91,857 

ゴルフ会員権の取得による支出 △100 

   短期貸付金の増減額 △408,794 

   長期貸付による支出 △73,000 

   長期貸付金の回収による収入 19,993 

   その他の支出 △13,964 

   その他の収入 11,248 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △159,149 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の増減額 846,854 

   長期借入による収入 300,000 

   長期借入金の返済による支出 △295,000 

   社債の発行による収入 782,817 

   社債の償還による支出 △300,000 

   自己株式の取得による支出 △324 

   親会社による配当金の支払額 △118,179 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,216,166 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,013 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 867,773 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 852,177 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 71,845 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ― 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,791,796 
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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４月１日 至 平成19年９月30日）         （単位：千円） 

 住宅事業 ＦＰ事業
南あいの里
事業 

その他事業 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 
  売上高 

3,447,299 3,117,454 ― 7,585 6,572,338 ― 6,572,338

 (2)セグメント間の内部 
  売上高 

― 54,523 ― ― 54,523 (54,523) ―

計 3,447,299 3,171,978 ― 7,585 6,626,862 (54,523) 6,572,338

営業費用 3,475,107 2,732,308 ― 19,315 6,226,731 337,681 6,564,413

営業利益又は 
営業損失(△) 

△27,808 439,669 ― △11,730 400,130 (392,205) 7,924

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は製品の市場及び販売方法の類似性を考慮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 

事業区分 主要な事業の内容 

住宅事業 
ＦＰ工法住宅等建築の請負、ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売、増
改築の請負、不動産の売買及び仲介 

ＦＰ事業 ウレタン断熱パネル等製品及び建築資材の販売 

南あいの里事業 
札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業について
の業務代行者として、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地の買取 

その他事業 住宅ローンの事務代行及び管理業務 

 ３．当中間連結会計期間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

385,148千円であり、その主なものは当社の総務・経理・人事部門等の管理部門にかかる費用であります。 

 

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４月１日 至 平成19年９月30日） 

前中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び主要な在外支店がないため、

該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

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） 

前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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松本建工㈱（1779） 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

 
 

６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 
 

品名 
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） 

ウレタン断熱パネル(㎡) 194,125 

(注) 当社グループでは、生産実績を事業の種類別セグメントごとに定義することが困難であるため、主力製品であ

るウレタン断熱パネルの当社グループ全生産実績を面積(㎡)にて表示しております。 

 

(2) 施工高 

 

期末繰越高 

うち、施工高 期別 区分 
期中売上高
(千円) 受注残高 

(千円) (％) (千円) 

期中 
施工高 
(千円) 

住宅事業 2,699,200 1,904,237 16.5 313,739 2,908,706

ＦＰ事業 2,759,384 267,907 ― ― ―

南あいの里事業 ― 1,948,406 39.4 767,331 365,818

その他事業 17,499 ― ― ― ―

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） 

計 5,476,084 4,120,551 26.2 1,081,070 3,274,525

(注) １ 期末繰越高の施工高は、未成工事支出金により受注残高の施工高を推定したものであります。 
２ 期中施工高は、(期中売上高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高)に一致しております。 

 

(3) 受注高、売上高及び繰越高 

 

受注高 
期別 区分 

期首繰越高
(千円) 

期中受注高
(千円) 

計 
(千円) 

期中売上高 
(千円) 

期末繰越高
(受注残高)
(千円) 

住宅事業 1,666,591 2,936,846 4,603,437 2,699,200 1,904,237

ＦＰ事業 175,876 2,851,415 3,027,291 2,759,384 267,907

南あいの里事業 1,948,406 ― 1,948,406 ― 1,948,406

その他事業 ― 17,499 17,499 17,499 ―

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） 

計 3,790,873 5,805,762 9,596,635 5,476,084 4,120,551

(注) １ 金額は、すべて販売価格で表示しております。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 前期以前に受注したもので、契約の変更により請負金額に変更のあるものについては、期中受注高にその増

減額を含めております。したがって、期中売上高にも係る増減額が含まれております。 
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