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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 12,839 ― △294 ― △276 ― △266 ―

20年3月期第2四半期 18,667 11.0 △614 ― △587 ― △326 ―

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 △23.60 ―

20年3月期第2四半期 △28.86 ―

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 32,058 5,353 16.7 474.01
20年3月期 32,978 5,653 17.1 500.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,353百万円 20年3月期  5,653百万円

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00
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 40,000 △16.4 530 ― 500 297.6 100 ― 8.85

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  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、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 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  11,300,000株 20年3月期  11,300,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,190株 20年3月期  6,190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  11,293,810株 20年3月期第2四半期  11,294,454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国内外経済は、原油をはじめとする原材料や燃料価格の高騰、サブプライムロ

ーン問題に端を発した米国金融危機による世界的な信用収縮や株式市場の低迷等により、足下の企業収益は弱含んで

おり、景気の後退懸念が高まっております。 

 建設業界におきましては、建築基準法改正による建築確認審査の長期化、建設用資材の高騰や金融市場の混乱・景

気の先行き不安に伴う設備投資意欲の低下など、業界を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては、前年同期に比べ大型工事の完成

が少なく、12,839百万円となりました。損益面では、営業損失294百万円、経常損失276百万円、四半期純損失266百

万円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の形態として第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きいため、

各四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。 

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２四半期連結会計期間末の総資産は、未成工事支出金が増加しましたが、売上債権が大きく減少したこ

と等により前連結会計年度末に比べ919百万円減の32,058百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年

度末に比べ637百万円増の4,370百万円となりました。 

  なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ300百万円減の5,353百万円となり、自己資本比率は16.7％となり

ました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ1,954百万円減少

し1,964百万円となりました。 

  営業活動の結果使用した資金は2,074百万円となりました。これは主に未成工事支出金の増加及び仕入債務

の減少によるものです。 

  投資活動の結果使用した資金は500百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得及び定期預金の増

加によるものです。 

  財務活動の結果獲得した資金は620百万円となりました。これは主に短期借入金の増加によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、売上高は期初完成見込工事のうち、改正建築基準法の影響等による着工

時期の遅れや工期延伸等で次年度に繰越される大型工事があり減少となる見込みです。 

 損益面につきましては、保有株式の評価損計上、取引先破綻に伴う貸倒引当金の計上をしましたが、原価率の

低減と人件費を含めた経費の大幅削減策を推し進め、利益確保を見込んでおります。 

 なお、平成20年10月31日に以下のように業績予想を修正しております。 

「参考」平成21年３月期通期連結業績予想の修正                 （単位：百万） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 49,600 560 530 200 

今回発表予想（Ｂ） 40,000 530 500 100 

増減額（Ｂ－Ａ） △9,600 △30 △30 △100 

増減率（％） △19.4 △5.4 △5.7 △50.0 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期通期） 
47,847 40 125 △99 
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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） 

 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 

 記載すべき事項はありません。 

（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 

 会計基準等の改正に伴う変更 

（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用） 

 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。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（以下、所有権

移転外ファイナンス・リース取引という）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」（企業会計審議会第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開始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使用しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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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   

現金預金 3,108,220 4,913,080

受取手形・完成工事未収入金等 3,626,410 8,260,427

販売用不動産 708,928 264,867

未成工事支出金 15,820,892 10,666,297

その他 1,135,969 960,184

貸倒引当金 △143,347 △346,494

流動資産合計 24,257,073 24,718,363

固定資産   

有形固定資産 ※1  5,216,902 ※1  5,260,425

無形固定資産 42,954 42,372

投資その他の資産   

その他 3,730,690 4,191,701

貸倒引当金 △1,188,683 △1,234,303

投資その他の資産計 2,542,006 2,957,398

固定資産合計 7,801,862 8,260,196

資産合計 32,058,936 32,978,560

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 9,579,535 12,799,849

短期借入金 4,307,828 3,708,060

未払法人税等 24,953 38,979

未成工事受入金 9,230,185 6,882,924

賞与引当金 4,413 93,970

完成工事補償引当金 49,124 24,804

その他 545,375 750,962

流動負債合計 23,741,415 24,299,550

固定負債   

長期借入金 62,986 24,926

退職給付引当金 1,657,132 1,671,834

役員退職慰労引当金 － 111,104

入会保証預り金 1,172,084 1,201,300

その他 71,990 16,038

固定負債合計 2,964,193 3,025,203

負債合計 26,705,608 27,324,754
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 2,356,790 2,640,305

自己株式 △1,269 △1,269

株主資本合計 5,409,150 5,692,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,823 △38,859

評価・換算差額等合計 △55,823 △38,859

純資産合計 5,353,327 5,653,806

負債純資産合計 32,058,936 32,978,560
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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 12,839,600

売上原価 12,039,676

売上総利益 799,924

販売費及び一般管理費 1,094,599

営業損失（△） △294,675

営業外収益  

受取利息 4,516

受取配当金 5,332

受取賃貸料 18,742

入会保証預り金償還益 19,300

その他 15,699

営業外収益合計 63,590

営業外費用  

支払利息 43,690

その他 2,058

営業外費用合計 45,749

経常損失（△） △276,834

特別利益 924

特別損失  

投資有価証券評価損 108,186

貸倒引当金繰入額 56,679

その他 136

特別損失合計 165,002

税金等調整前四半期純損失（△） △440,912

法人税、住民税及び事業税 15,614

法人税等調整額 △189,953

法人税等合計 △174,338

四半期純損失（△） △266,574
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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損失（△） △440,912

減価償却費 71,337

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △237,372

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,557

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 24,320

投資有価証券評価損益（△は益） 108,186

受取利息及び受取配当金 △9,848

支払利息 43,690

売上債権の増減額（△は増加） 5,173,556

販売用不動産の増減額（△は増加） △444,060

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,154,595

仕入債務の増減額（△は減少） △3,220,314

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,347,261

その他 △92,696

小計 △1,990,826

利息及び配当金の受取額 11,172

利息の支払額 △66,704

法人税等の支払額 △28,402

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,074,760

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △149,258

有形固定資産の取得による支出 △17,644

有形固定資産の売却による収入 677

投資有価証券の取得による支出 △336,964

投資有価証券の売却による収入 9,555

貸付金の回収による収入 669

その他 △7,091

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,055

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） 629,100

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △41,272

配当金の支払額 △17,130

財務活動によるキャッシュ・フロー 620,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,954,118

現金及び現金同等物の期首残高 3,918,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,964,241

㈱守谷商会（1798）平成21年３月期　第２四半期決算短信

7



 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 

 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高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 

〔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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。 

〔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） 

海外売上高はありませんので記載をしておりません。 

（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。 

  
建設事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 12,509,442 165,540 164,617 12,839,600 － 12,839,600 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,282 － － 1,282 (1,282) － 

計 12,510,724 165,540 164,617 12,840,882 (1,282) 12,839,600 

営業利益又は営業損失（△） △308,181 9,694 3,812 △294,675 － △294,675 

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業 ゴルフ場に関する事業 
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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 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高      

完成工事高 18,473,764    

兼業事業売上高 194,132 18,667,897 100.0

Ⅱ 売上原価      

完成工事原価 18,051,266    

兼業事業売上原価 119,610 18,170,877 97.3

売上総利益      

完成工事総利益 422,497    

兼業事業売上総利益 74,522 497,019 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,111,520 6.0

営業損失   614,500 △3.3

Ⅳ 営業外収益      

受取利息 11,512    

受取配当金 8,487    

受取賃貸料 19,244    

その他 37,995 77,240 0.4

Ⅴ 営業外費用      

支払利息 41,786    

その他 8,708 50,495 0.2

経常損失   587,755 △3.1

Ⅵ 特別利益      

固定資産売却益 15,496    

貸倒引当金戻入益 104,586 120,083 0.6

Ⅶ 特別損失      

固定資産売却損 159    

固定資産除却損 11,041    

投資有価証券評価損 5,251    

投資等損失引当金繰入額 11,200 27,652 0.1

税金等調整前中間純損失   495,324 △2.6

法人税、住民税及び事業税 16,263    

法人税等調整額 △185,559 △169,296 △0.9

中間純損失   326,028 △1.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 

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損失 △495,324

減価償却費 75,933 

退職給付引当金の減少額 △999

役員退職慰労引当金の減少額 △27,090

貸倒引当金の減少額 △104,881

投資損失引当金の増加額 11,200 

賞与引当金の減少額 △28,811

完成工事補償引当金の減少額 △300

受取利息及び受取配当金 △20,000

支払利息 41,786 

その他の営業外費用 5,191 

固定資産売却益 △15,496

固定資産売却損 159 

固定資産除却損 11,041 

投資有価証券評価損 5,251 

売上債権の減少額 6,559,443 

販売用不動産の減少額 5,997 

未成工事支出金の増加額 △1,569,501

仕入債務の減少額 △3,003,031

未成工事受入金の増加額 582,123 

未払消費税等の減少額 △100,531

その他流動資産の増加額 △19,904

その他流動負債の減少額 △66,424

小計 1,845,832 

利息及び配当金の受取額 25,060 

利息の支払額 △37,187

法人税等の支払額 △30,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,803,000 
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当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金純減少額 55,343 

有形固定資産の取得による支出 △29,899

有形固定資産の売却による収入 17,944 

無形固定資産の取得による支出 △1,993

投資有価証券の取得による支出 △38,627

貸付けによる支出 △5,000

貸付金の回収による収入 1,118 

その他の投資活動による支出 △21,607

その他の投資活動による収入 12,178 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,541

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純減少額 △1,377,000

長期借入金の返済による支出 △41,786

自己株式の純増加額 △132

配当金の支払額 △39,557

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,458,476

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 333,982 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,671,839 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,005,821 
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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高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 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。 

〔海外売上高〕 

 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）において、海外売上高はありませんので記

載をしておりません。 

  
建設事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 18,473,764 43,755 150,377 18,667,897 －  18,667,897 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
254 － － 254 (254) － 

計 18,474,018 43,755 150,377 18,668,151 (254) 18,667,897 

営業費用 19,081,194 49,573 151,883 19,282,652 (254) 19,282,398 

営業利益又は営業損失（△） △607,175 △5,818 △1,506 △614,500 －  △614,500 

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業 ゴルフ場に関する事業 
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６．その他の情報 

四半期受注高・売上高・繰越高 

受注高 

売上高 

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

  
事業の種類別セグメントの名称 

  

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） 

建設事業（千円）   22,219,598 

不動産事業（千円）   183,720 

その他の事業（千円）   164,617 

合計（千円）   22,567,936 

  
事業の種類別セグメントの名称 

  

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） 

建設事業（千円）   12,509,442 

不動産事業（千円）   165,540 

その他の事業（千円）   164,617 

合計（千円）   12,839,600 

  
事業の種類別セグメントの名称 

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日現在） 

建設事業（千円）   44,027,624 

不動産事業（千円）   18,180 

その他の事業（千円）   － 

合計（千円）   44,045,804 
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