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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 248,045 ― 9,034 ― 7,646 ― 3,201 ―
20年3月期第2四半期 366,426 17.7 30,379 11.2 29,160 9.0 6,498 △60.1

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 2.53 1.96
20年3月期第2四半期 1.16 0.77

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 476,551 87,455 18.3 33.45
20年3月期 486,204 110,978 22.8 36.31

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  87,325百万円 20年3月期  110,661百万円

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  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、２ペー
ジ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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 580,000 △22.2 31,000 △44.4 28,000 △47.3 16,500 △26.3 12.36

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、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。  

(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.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。業績予想に関する事項は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  1,294,479,623株 20年3月期  1,294,479,623株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  29,155,861株 20年3月期  17,552,974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  1,267,300,739株 20年3月期第2四半期  1,054,057,801株
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種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。 

(注) 第１回Ｂ種優先株式に係る平成21年３月期（予想）配当金は、平成20年４月１日及びその直後の10月１日の２時点

における「日本円TIBOR（６ヶ月物）」の平均値に基づく優先配当年率により算出しております。 

  

  

 「期中平均株式数(連結)」 

  

「期末発行済株式数(連結)」 

  

 「１．21年３月期第２四半期(累計)の連結業績」 指標算式 
  
○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  

  
○１株当たり純資産  

  

「２．21年３月期の連結業績予想」 指標算式 

  
○１株当たり予想当期純利益(通期) 

  

※ 第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金額   

   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           

第４回Ａ種優先株式 ― 0.00 ― 9.05 9.05 

第１回Ｂ種優先株式 ― 0.00 ― 9.05 9.05 

21年３月期           

第１回Ｂ種優先株式 ― 0.00 ―― ―― ―― 

21年３月期(予想)           

第１回Ｂ種優先株式 ―― ―― ― 9.50 9.50 

     21年３月期第２四半期(累計) 

  株 

普通株式  1,294,479,623

優先株式  98,382,514

第４回Ａ種優先株式  (8,382,514)

第１回Ｂ種優先株式  (90,000,000)

     21年３月期第２四半期(累計) 

  株 

普通株式  1,294,479,623

優先株式  90,000,000

第１回Ｂ種優先株式  (90,000,000)

四半期純利益 

期中平均普通株式数 

四半期純利益 

期中平均普通株式数 ＋ 潜在株式数(普通株式増加数)

四半期末純資産の部合計額 － 四半期末発行済優先株式数×発行価額 － 四半期末少数株主持分

四半期末発行済普通株式数 

予想当期純利益 － 普通株主に帰属しない金額※

四半期末発行済普通株式数 
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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国内経済は、米国に端を発した金融危機を背景とした海外経済の減速、原材

料価格の高騰などにより企業収益が圧迫され、また個人消費は低迷が続くなどたいへん厳しい状況でありました。 

マンション市場の新規供給戸数は、低調に推移しており、首都圏では前年同期比35.9％減の19,299戸、近畿圏で

も同26.8％減の10,589戸にとどまりました。一方で、消費者の買い控え傾向が継続し、分譲マンションの完成在庫

数は増加しており、需給ともに厳しいものとなっております。また、信用収縮や資金繰りの問題を理由に、不動産

会社や建設会社の倒産が相次いで発生しております。 

このような中、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高2,480億円（前年同期比32.3％減）、営業利益

90億円（同70.3％減）、経常利益76億円（同73.8％減）、四半期純利益32億円（同50.7％減）となりました。  

   

事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

建設事業 

建設事業では、首都圏で「ヨコハマオールパークス（第２工区）」（横浜市鶴見区665戸）、「イニシアフ

ォレスト戸田」（埼玉県戸田市390戸）他、近畿圏で「グランドメゾンＢＩＯ」（大阪市此花区365戸）他の

総戸数200戸以上の大規模物件14件を含め、東西合計で31件の分譲マンション工事を受注いたしました。しか

し、マンション市況の低迷と金融機関の融資の引締めによる取引先事業主の供給計画の見直しにより、一部

の物件については着工が延期されました。 

また、分譲マンション以外の工事として、老朽化した公務員宿舎のＰＦＩ方式による建替事業である「公

務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業新築工事」（東京都葛飾区1,220戸）他を受注いたしました。 

売上高につきましては、首都圏で「グローブスクエア」（東京都稲城市431戸）、「ザ・ガーデン プレミ

アム 相模原北公園」（神奈川県相模原市324戸）他、近畿圏で「ＢＥＬＩＳＴＡ東淀川大桐（第１工区）」

（大阪市東淀川区433戸）、「プレミスト和泉府中」（大阪府和泉市323戸）他のマンション工事が完成し、

また、一般工事では当社グループの㈱センチュリーライフが運営を行う「センチュリーシティ常盤台」（東

京都板橋区、老人ホーム）と「センチュリーシティ都島」（大阪市都島区、老人ホーム）が完成しました。

しかし、前年同期と比べ完成物件数が少なく、原材料価格の高騰などによる利益率への圧迫により減収減益

となりました。 

以上の結果、売上高1,826億円（前年同期比18.3％減）、営業利益102億円（同37.5％減）となりました。 

  

エンジニアリング事業 

エンジニアリング事業では、首都圏で「グローブスクエア」（東京都稲城市431戸）他が竣工し、それぞれ

の立地環境に調和した、建物デザインに内包された安全で安心な空間を創出しました。また、「深大寺レジ

デンス」（東京都調布市570戸）が財団法人都市緑化基金主催の第28回「緑の都市賞」において“緑の地域づ

くり部門”国土交通大臣賞を受賞しました。 

近畿・東海圏では、地域の街並み環境との調和と再生に配慮した「プレミスト和泉府中」（大阪府和泉市

323戸）他が竣工し、プロジェクトの性格・立地環境の特性に応じた住空間創出と景観形成を実現しました。

また、大阪市に続き名古屋市においても新たな超高層プロジェクトの企画がスタートするなど、多様なニー

ズに応える商品企画実現に取り組んでいます。 

以上のような取り組みをしてまいりましたが、マンション市況の悪化による供給計画の見直し、改正建築

基準法等に伴う設計工程等の複雑化により設計原価が増加した結果、売上高37億円（前年同期比14.9％

減）、営業利益８億円（同39.4％減）となりました。 
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不動産事業 

不動産事業における、マンション受託販売においては、お客様の購入マインドは様子見の傾向が一層強ま

り、契約戸数が減少し、また、販売期間が長期化したことから不動産売上原価が増加し、利益率を圧迫しま

した。しかし、住宅への潜在的な需要は底堅く、お客様のニーズを反映した物件の販売は堅調に推移してお

ります。 

不動産分譲事業においては、不動産市況の低迷を受け、大規模物件等の建築受注を目的とした不動産取扱

件数が減少し、分譲マンション共同事業においても新規引渡物件が減少しました。また、ハワイ州オアフ島

で推進中の戸建分譲事業は、米国住宅市場悪化の影響を受け、減収減益となりました。 

以上の結果、売上高312億円（前年同期比71.3％減）、営業損失30億円となりました。 

  

賃貸及び管理事業 

マンション建物管理においては、不動産市況が低迷する中、積極的な営業展開により当社施工以外の物件

の管理受託も伸長し、管理戸数は20万戸目前となりました。また、賃貸管理及び社宅管理代行においても運

営戸数、受託戸数ともに順調に増加しました。 

以上のように、売上高は取扱い戸数の伸びにより堅調に推移しましたが、将来の管理物件増加に対応する

ための先行投資による経費が増加した結果、賃貸及び管理事業全体では、売上高252億円（前年同期比1.9％

増）、営業利益10億円（同48.7％減）となりました。 

  

ホテル事業 

ホテル事業では、「浦安ブライトンホテル」において、東京ディズニーリゾート25周年記念の影響により

稼働率が向上し、また、「ホテルブライトンシティ大阪北浜」が平成20年４月にオープンしたことにより売

上高が増加しましたが、開業費等の増加もあり、売上高55億円（前年同期比3.1％増）、営業損失２億円とな

りました。 

   

その他の事業  

その他の事業では、シニアリビング事業の高齢者向けサービス付マンションの稼動率は堅調に推移してお

ります。また、新たに「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区）が平成20年７月に、「センチュリー

シティ都島」（大阪市都島区）が平成20年９月に開業しました。 

印刷事業、レンタル事業及び保険代理店事業は、経済環境の変化による影響が懸念されるものの売上高は

堅調に推移しましたが、シニアリビング事業の開業費の発生により、その他の事業全体では、売上高28億円

（前年同期比5.0％増）、営業利益３億円（同11.5％減）となりました。 

  

なお、対前年同期増減率は参考として記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末に比べ97億円減少し、4,766億円となりました。

これは主に、現金預金及び受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

連結総負債は、前連結会計年度末に比べ139億円増加し、3,891億円となりました。これは主に、支払手形・工事

未払金等が減少した一方で、借入金が増加したことによるものであります。 

連結純資産は、前連結会計年度末に比べ235億円減少し、875億円となりました。これは主に、自己株式の償還及

び消却、剰余金の配当により利益剰余金が減少したことによるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

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の残高は、前連結会計年度末に比べ81億円減少し、543

億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、445億円の資金の減少となりました。これは主に、売上債権の増減による

資金の増加、仕入債務及びたな卸資産の増減による資金の減少によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、20億円の資金の減少となりました。これは主に、貸付金の回収による資

金の増加、定期預金の預入、有形及び無形固定資産の取得による資金の減少によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、387億円の資金の増加となりました。これは主に、借入れによる資金の増

加、自己株式の償還及び配当金の支払による資金の減少によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年10月23日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

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） 

該当事項はありません。 

   

(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 たな卸資産の評価方法  

たな卸資産の簿価切下げに関して、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

下げを行っております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で前連結会計年度末

において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。  

② 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の減価償却費については、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。  

   

(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 

 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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。  

   

(４) その他 

 国土交通省より本年７月８日に「六会コンクリート㈱が出荷したレディーミクストコンクリートの一部がＪＩ

Ｓ規格に適合していない」旨の発表が行なわれておりますが、当社が施工者として神奈川県内で建設中の新築分

譲マンション４物件において、建物の一部等に当該コンクリートが使用されていることが判明しております。こ

の判明した内容については、各特定行政庁に建築基準法第12条５項に基づく報告書を提出しておりますが、今

後、特定行政庁による当該コンクリートの使用により建築基準法に適合しないと特定された建物部位について

は、国土交通省及び特定行政庁より示される方針等に従い、適切な対応を行なってまいります。  
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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   

現金預金 56,448 62,639

受取手形・完成工事未収入金等 74,067 94,837

未成工事支出金等 13,831 11,974

販売用不動産 79,899 71,299

不動産事業支出金 49,791 46,009

開発用不動産等 45,537 44,840

繰延税金資産 16,917 17,012

その他 13,359 11,200

貸倒引当金 △489 △171

流動資産合計 349,360 359,641

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 57,724 56,852

機械、運搬具及び工具器具備品 11,036 10,408

土地 35,471 35,091

建設仮勘定 3,273 3,308

減価償却累計額 △38,078 △36,792

有形固定資産計 69,425 68,867

無形固定資産   

借地権 898 898

その他 1,351 1,508

無形固定資産計 2,248 2,406

投資その他の資産   

投資有価証券 8,028 8,363

長期貸付金 2,977 4,439

繰延税金資産 32,984 33,575

その他 16,620 11,523

貸倒引当金 △5,092 △2,609

投資その他の資産計 55,517 55,290

固定資産合計 127,191 126,563

資産合計 476,551 486,204
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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 99,147 131,427

短期借入金 50,547 15,424

1年内返済予定の長期借入金 37,420 31,800

未払法人税等 541 851

未成工事受入金 24,823 30,792

不動産事業受入金 2,009 5,731

完成工事補償引当金 4,055 3,128

工事損失引当金 408 －

賞与引当金 2,342 2,572

その他 16,901 26,538

流動負債合計 238,193 248,263

固定負債   

長期借入金 140,840 117,828

退職給付引当金 1,518 1,555

その他 8,544 7,579

固定負債合計 150,903 126,962

負債合計 389,096 375,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

利益剰余金 48,653 68,573

自己株式 △5,319 △3,638

株主資本合計 93,334 114,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 △224

為替換算調整勘定 △6,021 △4,051

評価・換算差額等合計 △6,009 △4,275

少数株主持分 130 318

純資産合計 87,455 110,978

負債純資産合計 476,551 486,204
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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  

完成工事高 181,332

設計監理売上高 3,718

賃貸管理収入 29,977

不動産売上高 30,942

その他の事業収入 2,075

売上高合計 248,045

売上原価  

完成工事原価 163,175

設計監理売上原価 1,751

賃貸管理費用 26,366

不動産売上原価 31,584

その他の事業費用 1,809

売上原価合計 224,685

売上総利益  

完成工事総利益 18,157

設計監理総利益 1,967

賃貸管理総利益 3,610

不動産売上総損失（△） △642

その他の事業総利益 267

売上総利益合計 23,359

販売費及び一般管理費 14,325

営業利益 9,034

営業外収益  

受取利息 242

受取配当金 34

違約金収入 154

その他 277

営業外収益合計 706

営業外費用  

支払利息 1,420

持分法による投資損失 283

シンジケートローン手数料 291

その他 100

営業外費用合計 2,094

経常利益 7,646

特別利益  

固定資産売却益 14

その他 3

特別利益合計 17
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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) 

特別損失  

固定資産処分損 17

減損損失 56

投資有価証券評価損 988

貸倒引当金繰入額 2,475

その他 26

特別損失合計 3,562

税金等調整前四半期純利益 4,101

法人税、住民税及び事業税 336

法人税等調整額 568

法人税等合計 903

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 3,201

㈱長谷工コーポレーション (1808) 平成21年３月期第２四半期決算短信

-9-



（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 4,101

減価償却費 2,039

減損損失 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,801

受取利息及び受取配当金 △276

支払利息 1,420

持分法による投資損益（△は益） 283

投資有価証券評価損益（△は益） 988

固定資産処分損益（△は益） 3

たな卸資産評価損 2,935

売上債権の増減額（△は増加） 15,979

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,902

仕入債務の増減額（△は減少） △32,152

未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,969

その他 △14,231

小計 △41,782

利息及び配当金の受取額 265

利息の支払額 △1,409

損害賠償金の支払額 △552

法人税等の支払額 △1,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,525

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 △2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,911

有形及び無形固定資産の売却による収入 269

投資有価証券の取得による支出 △638

子会社出資金の取得による支出 △164

貸付けによる支出 △140

貸付金の回収による収入 3,375

敷金及び保証金の差入による支出 △87

敷金及び保証金の回収による収入 278

その他 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,998
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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） 35,123

長期借入れによる収入 28,632

自己株式の償還による支出 △18,240

自己株式の取得による支出 △1,684

シンジケートローン手数料 △276

配当金の支払額 △4,881

少数株主への配当金の支払額 △14

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,078

現金及び現金同等物の期首残高 62,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,349
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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

準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

  

（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）セグメント情報  

〔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） 

(注)  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ました。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託 

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング 

不動産事業     ：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託 

賃貸及び管理事業  ：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸監理 

ホテル事業     ：ホテルの企画・運営 

その他の事業    ：シニアリビング事業、印刷関連事業等  

  

  
建設事業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産事業
（百万円）

賃貸及び
管理事業 

（百万円）

ホテル事業
（百万円）

その他の
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 
 181,332  3,718  30,942  24,544  5,432  2,075  248,045 ―  248,045

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,309  7  262  642  38  722  2,980 (2,980) ― 

計  182,641  3,725  31,204  25,186  5,470  2,798  251,025 (2,980)  248,045

営業利益又は 

営業損失(△) 
 10,205  811  △3,033  983  △232  343  9,077 (43)  9,034

〔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） 

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、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、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） 

第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催の取締役会において、償還のための取得につき決議し、

平成20年６月27日開催の取締役会の決議に基づき同株式を消却したことにより、利益剰余金が18,240百万円減少

しております。また、剰余金の配当並びに四半期純利益の増減の結果、利益剰余金全体では、前連結会計年度末

の68,573百万円から19,921百万円減少し、48,653百万円となっております。 

また、当社子会社吸収合併に反対する株主から平成20年５月２日に自己株式の買取りを実施したことなどによ

り、自己株式が前連結会計年度末の3,638百万円から1,681百万円増加し、5,319百万円となっております。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間において、株主資本合計は前連結会計年度末の114,936百万円から

21,602百万円減少し、93,334百万円となっております。  
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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      366,426 100.0

Ⅱ 売上原価      323,398 88.3

売上総利益      43,027 11.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費      12,648 3.4

営業利益      30,379 8.3

Ⅳ 営業外収益               

受取利息 366          

受取配当金 35          

その他 248 649 0.2

Ⅴ 営業外費用               

支払利息 1,306          

持分法による投資損失 348          

その他 215 1,868 0.5

経常利益      29,160 8.0

Ⅵ 特別利益               

固定資産売却益 197          

貸倒引当金戻入益  641          

過年度損益修正益 116          

その他特別利益 2 955 0.3

Ⅶ 特別損失               

固定資産処分損 21          

減損損失 206          

たな卸資産評価損 26,435          

貸倒引当金繰入額 2          

訴訟損失引当金繰入額  1,300          

その他特別損失 487 28,451 7.8

税金等調整前中間純利益      1,665 0.5

法人税、住民税及び事業税 490          

法人税等調整額 △5,354 △4,864 △1.3

少数株主利益      31 0.0

中間純利益      6,498 1.8

㈱長谷工コーポレーション (1808) 平成21年３月期第２四半期決算短信

-13-



（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 1,665

減価償却費 1,690

減損損失 206

貸倒引当金の増加・減少（△）額  △624

受取利息及び受取配当金  △401

支払利息  1,306

持分法による投資損失・利益（△）  348

固定資産処分損・売却益（△）  △176

たな卸資産評価損  26,435

売上債権の減少・増加（△）額  △11,877

未成工事支出金等の減少・増加（△）額  △9,733

たな卸資産の減少・増加（△）額  13,150

仕入債務の増加・減少（△）額  △5,004

未成工事受入金の増加・減少（△）額  15,949

その他  3,616

小計 36,550

利息及び配当金の受取額  399

利息の支払額  △1,286

法人税等の支払額  △620

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,043

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻しによる収入  35

有形・無形固定資産の取得による支出  △2,889

有形・無形固定資産の売却による収入  1,215

投資有価証券の取得による支出  △1,297

投資有価証券の売却等による収入  512

貸付による支出  △232

貸付金の回収による収入  880

差入敷金保証金の支出  △77

差入敷金保証金の回収による収入  51

その他  66

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,736

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増加・減少（△）額  377

長期借入れによる収入  94

自己株式の償還による支出  △18,274

シンジケートローン手数料  △90

その他  △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,921

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 288

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 15,674

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 66,012

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 81,686
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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〕 

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） 

(注)  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ました。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託 

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング 

不動産事業     ：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託 

賃貸及び管理事業  ：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸監理 

ホテル事業     ：ホテルの企画・運営 

その他の事業    ：シニアリビング事業、印刷関連事業等 

  

  
建設事業 
(百万円) 

エンジニア 

リング事業 
(百万円) 

不動産 

事業 
(百万円) 

賃貸及び 

管理事業 
(百万円) 

ホテル 

事業 
(百万円) 

その他の

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 
 222,696  4,349 108,307 23,812 5,271 1,991  366,426     ― 366,426

(2）セグメント間の 

内部売上高

又は振替高 
 793  30 278 917 34 672  2,723 (2,723)   ―

計  223,488  4,379 108,585 24,728 5,304 2,664  369,149 (2,723) 366,426

営業費用  207,161  3,041 98,266 22,812 5,229 2,276  338,786 (2,740) 336,046

営業利益  16,327  1,338 10,319 1,916 75 387  30,363 16 30,379

〔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） 

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、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

   

〔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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  
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６．その他の情報 

四半期個別受注の概況 
  

(1) 個別受注実績    

 (注)パーセント表示は、前年同期増減率 

   

(参考) 受注実績内訳                                                               〔単位：百万円〕 

 (注)構成比の内（ ）は、工事計に対する内訳 

   

(2) 個別受注予想    

 (注) パーセント表示は、前年同期増減率 

  

〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕 

当第２四半期累計期間の個別受注実績は、工事については昨今のマンション市況の低迷の影響を受け、前年同期より

139億円減少し1,470億円(前年同期比8.6％減)となり、受注全体では1,546億円(同10.9％減)となりました。 

なお、通期の受注予想については、同様の状況をふまえまして、当初の4,000億円より3,600億円に変更いたします。

   受  注  高 

  百万円 ％ 

21年３月期第２四半期累計期間 154,637  △10.9 

20年３月期第２四半期累計期間 173,647  △18.4 

  

  

20年３月期第２四半期累計期間 

(平成19.4.1～平成19.9.30) 

21年３月期第２四半期累計期間 

(平成20.4.1～平成20.9.30) 
比 較 増 減 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

  民間分譲マンション 136,910 ( 85.1%) 125,176 ( 85.2%) △11,734 ( △8.6%)

受 一        般  22,643 ( 14.1%) 17,956 ( 12.2%) △4,687 (△20.7%)

  建  築  工  事 159,553 ( 99.2%) 143,132 ( 97.4%) △16,421 (△10.3%)

  土  木  工  事 1,266 (  0.8%) 3,833 (  2.6%) 2,567 ( 202.7%)

注 工 事 計 160,819 92.6% 146,965 95.0% △13,854 △8.6% 

  業   務   受   託 7,136 4.1% 3,506 2.3% △3,630 △50.9% 

  建 設 事 業 計 167,955 96.7% 150,471 97.3% △17,484 △10.4% 

高 設  計  監  理 5,692 3.3% 4,166 2.7% △1,526 △26.8% 

  合  計 173,647 100.0% 154,637 100.0% △19,011 △10.9% 

  通  期 

  百万円 ％ 

21年３月期予想 360,000  △2.1 

20年３月期実績 367,585  △18.8 
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