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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高 （百万円） 39,559 39,360 40,439 93,167 95,596 

経常利益 （百万円） 631 447 1,071 3,757 3,424 

中間（当期）純利益 （百万円） 6 134 498 872 1,538 

純資産額 （百万円） 16,440 16,729 19,238 16,081 18,129 

総資産額 （百万円） 92,419 91,362 81,922 93,699 91,465 

１株当たり純資産額 （円） 396.33 403.37 447.24 387.72 436.07 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 0.16 3.23 11.96 21.02 35.84 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

（円） － － 11.60 － － 

自己資本比率 （％） 17.78 18.31 23.48 17.16 19.82 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） 1,135 1,906 2,715 3,465 5,226 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） △13 141 △48 96 △286 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） △4,277 △5,110 △4,066 △2,055 △7,053 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
（百万円） 8,837 10,437 9,986 13,500 11,386 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者

数］ 

（人） 
1,144 

[131] 

1,155 

[134] 

1,157 

[206] 

1,124 

[136] 

1,130 

[177] 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第64期以前は潜在株式が存在しないため記

載していない。 

２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。また、主要な関係会社における異動もない。  

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 （百万円） 35,861 36,012 35,574 82,092 83,477 

経常利益 （百万円） 899 785 1,455 3,118 2,814 

中間（当期）純利益 （百万円） 234 353 788 867 1,249 

資本金 （百万円） 6,057 6,057 6,422 6,057 6,057 

発行済株式総数 （千株） 41,551 41,551 43,124 41,551 41,551 

純資産額 （百万円） 15,660 15,936 18,232 15,068 16,829 

総資産額 （百万円） 78,188 77,366 67,476 79,103 76,251 

１株当たり純資産額 （円） 377.53 384.27 423.87 363.31 404.85 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 5.64 8.52 18.89 20.91 29.03 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

（円） － － 18.33 － － 

１株当たり中間（年

間）配当額 
（円） 3.75 3.75 5.00 7.50 9.00 

自己資本比率 （％） 20.02 20.59 27.02 19.04 22.07 

従業員数 （人） 876 873 881 851 854 



３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員である。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、労働組合法による労働組合は結成されていない。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

建設事業 936 〔123〕 

不動産事業等 134 〔82〕 

全社（共通） 87 〔1〕 

合計 1,157 〔206〕 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 881 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に所得・雇用環境が好転する中、好調な

設備投資や底堅い個人消費に支えられ、内需主導による自律的な景気回復の軌道に入った。 

こうした環境のもと、当社グループは、建設事業を核として関連分野への事業展開を図ってきた。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高40,439百万円（前中間連結会計期間比2.7％増）となり、利

益については、建設事業における増収効果および利益率の改善に加え、不動産事業等においても好調な住宅市場

を反映し利益を伸ばしたことから、営業利益は1,114百万円（前中間連結会計期間比69.8％増）、経常利益は

1,071百万円（前中間連結会計期間比139.2％増）となった。また、特別損益において特筆すべきものはなく、税

引後の中間純利益は498百万円（前中間連結会計期間比271.9％増）となった。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

（注）「第２．事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。 

    

（建設事業） 建設事業においては、民間部門の設備投資や住宅投資が安定的に推移し、開発事業が地

方都市部にまで広がりをみせたものの、公共投資の減少を補完するまでには至らなかっ

た。 

こうした状況の中、受注高は、建築工事において不動産投資信託への組込みを目的とし

た賃貸マンションや、教育関連施設を中心に当社が特許を持つ耐震補強工法であるピタコ

ラム工事が好調であった。しかしながら、中部地区のビッグプロジェクトが完了したこと

や、土木工事において大型物件が少なく、また鉄道工事が減少したため、全体として

36,098百万円（前中間連結会計期間比4.4％減）となった。 

完成工事高は、35,565百万円（前中間連結会計期間比5.4％増）となった。土木工事は

当社の減少分を子会社ヤハギ緑化㈱のゴルフ場関連工事等が補い、13,000百万円（前中間

連結会計期間比6.8％増）となった。建築工事では大型の工場、流通施設、さらにはマン

ション等の住宅分野が伸長し、22,565百万円（前中間連結会計期間比4.7％増）となっ

た。この結果、営業利益は1,436百万円（前中間連結会計期間比44.2％増）となった。 

なお、建設事業においては、一般的に工事の完成引渡しが下半期に集中しているため、

上半期の完成工事高に比べ下半期の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があ

る。ちなみに、前中間連結会計期間の完成工事高は33,734百万円であり、前連結会計年度

は82,497百万円であった。 

（不動産事業等） 不動産事業等においては、不動産証券化等による土地取引が活発化していることに加

え、マンションの販売戸数が高水準を保っており、回復の兆しが見えてきている。 

このような状況の下、不動産事業等売上高は、子会社の矢作地所㈱においてマンション

販売が好調であったものの、当社において前期に見られた大口の土地の売却がなかったた

め、4,873百万円（前中間連結会計期間比13.4％減）となった。しかしながら、マンショ

ン販売の好調が利益に寄与し、営業利益が81百万円（前中間連結会計期間は営業損失が

307百万円）となった。 



 (2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益

1,024百万円（前中間連結期間比153.7％増）を計上したものの、引き続き有利子負債の圧縮に努めたことによ

り、当中間連結会計期間末の資金は9,986百万円と前連結会計年度末に比べ1,399百万円減少した。 

当中間連結会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る。 

（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2,715百万円（前中間連結会計期間比808百万円増）となった。 

これは主として、仕入れ等の債務が減少したものの、完成工事未収入金等の回収が順調に進んだことによ

り、仕入代金の決済を大きく上回る資金の回収があったことによるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は48百万円（前中間連結会計期間は資金の増加141百万円）となった。 

これは主として、固定資産の取得によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は4,066百万円（前中間連結会計期間比1,044百万円減）となった。 

これは主として、営業活動によって得られた資金を充当して引続き有利子負債の圧縮を行った結果であ

る。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注実績 

(2）売上実績 

 （注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っていない。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。 

区分 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

建設事業（百万円） 37,752 36,098（4.4 ％減 ） 

区分 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

建設事業（百万円） 33,734 35,565 （5.4％増 ） 

不動産事業等（百万円） 5,626 4,873 （13.4％減 ） 

合計（百万円） 39,360 40,439 （2.7％増 ） 



 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額

を含む。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３．期中施工高は（期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。 

② 完成工事高について 

 当社は、建設市場の状況を反映して完成工事高が平均化しておらず、最近３年間の完成工事高についてみても

次のように変動している。 

工事別 
期首繰越工
事高 
（百万円） 

期中受注工
事高 
（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工
事高 
（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

土木工事 21,308 10,538 31,846 10,656 21,189 18％ 3,907 11,793 

建築工事 43,637 26,910 70,547 22,612 47,935 21 10,310 27,891 

計 64,946 37,448 102,394 33,269 69,125 20 14,218 39,685 

工事別 
期首繰越工
事高 
（百万円） 

期中受注工
事高 
（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工
事高 
（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

土木工事 19,001 6,160 25,162 10,432 14,730 7％ 1,048 8,200 

建築工事 41,758 30,887 72,645 24,817 47,827 12 6,165 25,593 

計 60,759 37,048 97,807 35,250 62,557 11 7,214 33,794 

工事別 
期首繰越工
事高 
（百万円） 

期中受注工
事高 
（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工
事高 
（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

土木工事 21,308 21,596 42,905 23,903 19,001 17％ 3,280 24,413 

建築工事 43,637 53,983 97,621 55,863 41,758 12 5,389 56,220 

計 64,946 75,580 140,526 79,766 60,759 14 8,670 80,633 

 完成工事高 

期別 １年通期（百万円） 上半期（百万円） （Ｂ）／（Ａ） 

 （Ａ） （Ｂ） ％ 

第62期 71,378 28,042 39 

第63期 77,955 35,573 45 

第64期 79,766 33,269 41 

第65期 － 35,250 － 



③ 完成工事高 

 （注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前中間会計期間  請負金額５億円以上の主なもの 

当中間会計期間  請負金額５億円以上の主なもの 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

前中間会計期間 

名古屋鉄道株式会社     3,614百万円    10.9％ 

当中間会計期間 

該当する相手先はない。 

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

土木工事 6,594 4,062 10,656 

建築工事 4,652 17,960 22,612 

計 11,246 22,023 33,269 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

土木工事 6,565 3,866 10,432 

建築工事 3,061 21,756 24,817 

計 9,627 25,622 35,250 

国土交通省 平成14年度東海環状美濃加茂改良工事 

名古屋高速道路公社 県道高速名古屋朝日線古城工区下部工事 

独立行政法人 都市再生機構 13-千種駅南地区（再）Ａ棟（民開）建設及び駐車場棟他建築工事 

株式会社 カインズ カインズホーム浜松都田テクノ店新築工事 

医療法人 紀川医院 （仮称）紀川介護老人保健施設新築工事 

広島県  芦田川流域下水道 沼隈幹線（８工区）管渠工事 

名鉄運輸株式会社 名鉄運輸株式会社 埼玉支店新築工事  

玉野化成株式会社 （仮称）玉野化成本社新築工事 

日発運輸株式会社 日発運輸株式会社 中部配送センター新築工事 

株式会社 住都建設 Ｒａｆｆｉｎｅ鯉江本町Ａ・Ｂ棟新築工事 



④ 手持工事高（平成17年９月30日現在） 

 （注） 手持工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりである。 

（注）平成17年10月１日の日本道路公団分割民営化に伴い、同公団の業務のうち、施設の管理運営及び建設

については、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社に、ま

た、保有施設及び債務については、他の道路関係四公団とともに独立行政法人 日本高速道路保有・

債務返済機構に、それぞれ分割・譲渡されている。これらの会社、機構の発足とともに、同公団は解

散している。  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

土木工事 11,897 2,832 14,730 

建築工事 4,329 43,497 47,827 

計 16,227 46,330 62,557 

豊田信用金庫 豊田信用金庫本店建設工事 平成19年12月完成予定

豊田通商株式会社 （仮称）錦１丁目アパートメンツ新築工事 平成18年９月完成予定

名古屋鉄道株式会社 犬山線 柏森駅改良及び自由通路設置工事の内

建築工事 

平成19年３月完成予定

日本道路公団（注） 東北中央自動車道 栗子トンネル西避難坑工事 平成21年３月完成予定

国土交通省 平成１７年度 東海通高架橋下部工事 平成19年３月完成予定



５【研究開発活動】 

当社グループの当中間連結会計期間における研究開発費は、28百万円である。 

 当社グループは、環境・耐震防災に関して多様化するニーズに対応すると共に、生産性向上のために幅広く研究開

発に取り組んでいる。土木・建築各技術部を中心とし、施工部・グループ内企業との連携を図りながら研究開発活動

を進め、異業種企業、大学との技術交流、共同開発にも注力している。 

 当中間連結会計期間における具体的な研究開発活動の成果は以下のとおりである。 

 

１．土木部門 

（１） リニューアル事業 

 コンクリート構造物のリニューアル事業では、主に愛知県内のコンクリート構造物を対象として劣化原因、地域特

性、年代特性などを考慮した非破壊調査手法の研究を名古屋工業大学と共同で行っている。また、新しいアルカリ骨

材反応対策工法として「鉄筋コンクリート巻立てによる補修工法」を開発し、特許を出願した。この工法は、鉄道高

架橋等の補修工法に採用され実績も挙がりつつある。 

（２）環境対策 

 顕在化しつつある土壌・地下水汚染に関する調査・浄化技術などの研究や技術情報の蓄積を「愛知土壌・地下水汚

染対策研究会」と連携して行っている。また、大同工業大学との共同研究として「再生アスファルト骨材による油汚

染地下水の浄化」についての実験・データ収集を行った。さらに、化学薬品メーカーと共同で「薬品による揮発性有

機化合物の浄化技術」の開発を目指して試験工事等の実施計画を策定中である。 

 なお、ヒートアイランド現象緩和効果を持つ舗装として商品化した保水性舗装については、車道対応への研究を継

続している。また、一般廃棄物焼却後の溶融スラグを利用した舗装用ブロックの商品化に関する研究開発についても

継続して行っている。 

 

２．建築部門 

（１） 地震工学技術研究所の開設 

 来夏、長久手町内に開設する地震工学技術研究所の新築工事に着手した。構造実験施設としては、中部地区で最大

級の加力装置を備えた施設となる。今後、耐震はもとより、制震及び免震など構造物の地震対策に関する分野での研

究により深く取り組んでいく。 

（２） 産学連携地震工学技術プロジェクト 

 名古屋工業大学と連携し、耐震分野でのイノベーションを目指した研究所を本年９月より３ヶ年計画で名古屋工業

大学内に設立した。このプロジェクトには名古屋大学や豊橋技術科学大学で活躍する研究者も参画し、当社の地震工

学研究所を活用した耐震補強分野も含めた新たな耐震、制震技術の研究を行っていく。 

（３） 耐震補強技術 

 これまでに芝浦工業大学と共同で開発した、外付耐震補強工法であるピタコラム工法（防災技術評価取得）やピタ

ウォール工法は、特に学校等の公共施設において、着実に施工実績を積み上げている。当中間連結会計期間において

は、室内での作業が必要となり得る病院・事務所ビルのような多スパンの構造物に対する補強対策にも力をいれ、低

騒音・低振動・省スペースで施工可能な補強工法の開発に取組んでいる。 

（４） 制震技術 

 民間事務所ビルの耐震補強を視野にいれ、上述のピタコラム工法に制振デバイスを取り入れた「制振ピタコラム」

の開発を行い、工事受注、竣工に至った。また、新築や耐震補強にも応用できる制振デバイスの開発、新築鉄骨造に

対応し安価に提供できる制振システムの開発等を神戸大学や豊橋技術科学大学と共同で行っている。 

（５） 基礎構造 

 基礎及び杭への負荷軽減を図ることを目的として、平成15年より杭頭半剛接工法の開発を進めている。 

（６） 高層RC 

 土地の高度利用を目的とした各種構造物の高層化に対応するため、鉄筋コンクリート構造における高層建築物の研

究開発を進めている。 

  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりである。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれていない。 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

当社 

地震工学技術

研究所 

愛知県愛知郡

長久手町 
 建設事業 

構造実験施設

及び加力装置 
710 － 

転換社債型

新株予約権

付社債 

平成17年10月 平成18年７月   － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 「当会社の発行する株式の総数は、１億株とする。ただし、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株

式数を減ずる」旨定款に定めている。 

②【発行済株式】 

 （注） 中間会計期間末後の発行済株式数の増加については、「（３）発行済株式総数、資本金等の状況」の（注）２

に記載のとおりである。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 43,124,556 44,607,457 

東京証券取引所市場第一

部 

名古屋証券取引所市場第

一部 

― 

計 43,124,556 44,607,457 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

商法第341条ノ２の規定に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりである。 

① 平成17年６月29日取締役会決議 

（注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移

転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を下記「（注）２」記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株

未満の端数は原則として切捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生

する場合には、商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。    

      ２．（１）本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

（２）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの金額(以下、「転換価額」という。)は、当 

   初、480円とする。 

（３）転換価額は、平成17年８月に始まる各月の最終取引日(以下、「修正日」という。)の翌取引日に、修正

   日までの各３連続取引日（修正日当日を含み、終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所にお

   ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値の90％で呼値の刻み未満を切捨てた金額に修正される。但

   し、転換価額は720円（下記（４）により、転換価額と同様に調整される。）を上回らず、240円（下記

   （４）により、転換価額と同様に調整される。）を下回らないものとする。  

（４）本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社

   普通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式をもって転

   換価額を調整する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数から、当

   社が保有する当社普通株式を控除した数とする。 

                       新発行・処分株式数×１株あたりの発行・処分価額 

              既発行株式数＋───────────────────────── 

                                 時価 

   調整後転換価額＝調整前転換価額×─────────────────────────── 

                          既発行株式数＋新発行・処分株式数 

   また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される

   証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社

   債を発行する場合等にも適宜転換価額を調整する。 

   ３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額は、転換価額(調整

又は修正された場合は、調整又は修正後の転換価額)に0.5を乗じた額とし、その結果１円未満の端数を生じる

場合は、その端数を切り上げた額とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 770       ──── 

新株予約権の数（個） 154       ──── 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式       ──── 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 1,659,482       ──── 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 464       ──── 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月19日 

至 平成22年７月14日 
      ──── 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注）３ 

発行価格 

資本組入額 

464 

232 
      ──── 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は

できないものとする。 
      ──── 

新株予約権の譲渡に関する事項  該当なし。       ──── 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．平成17年７月15日発行の円貨建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に伴い株式交付されたもの

    である。 

    ２．平成17年10月１日から平成17年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が   

    1,482,901株、資本金が385百万円、資本準備金が384百万円それぞれ増加している。 

(4）【大株主の状況】 

 （注）上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、607千株である。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 

平成17年９月30日

（注）１ 

1,573,273 43,124,556 364 6,422 364 3,859 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅１丁目２番４号 8,282 19.21 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 2,047 4.75 

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３丁目21番24号 2,047 4.75 

有限会社山田商事 名古屋市東区葵３丁目19番７号 2,005 4.65 

矢作建設取引先持株会 名古屋市東区葵３丁目19番７号 1,783 4.13 

矢作建設工業社員持株会 名古屋市東区葵３丁目19番７号 1,525 3.54 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 1,042 2.42 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 818 1.90 

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 762 1.77 

リーマン ブラザーズ アジ

ア キャピタル カンパニー 

26/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8  

FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG 
743 1.72 

計 ― 21,056 48.83 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 109,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 42,612,000 42,612 ― 

単元未満株式 普通株式 403,556 ― ― 

発行済株式総数 43,124,556 ― ― 

総株主の議決権 ― 42,612 ― 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名
称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

矢作建設工業株式会社 
名古屋市東区葵３

丁目19番７号 
109,000 － 109,000 0.26 

計 ― 109,000 － 109,000 0.26 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 460 436 489 505 539 646 

最低（円） 408 407 425 458 475 508 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）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）に準じて記載している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）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）に準じて記載している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金預金   10,710   10,266   11,663  

受取手形・完成工
事未収入金等 

   24,004   22,237   30,561  

未成工事支出金   14,688   9,156   8,289  

商品不動産 ※1,3  15,802   14,715   15,901  

その他たな卸資産   393   299   387  

繰延税金資産   1,271   954   741  

その他   1,279   1,122   1,073  

貸倒引当金   △39   △45   △87  

流動資産合計   68,111 74.6  58,708 71.7  68,530 74.9 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産           

建物・構築物 ※１  13,094   12,835   12,662  

土地 ※1,3  10,785   10,499   10,361  

その他   1,621   1,596   1,585  

減価償却累計額   △9,009   △8,972   △8,791  

有形固定資産合計   16,492   15,958   15,818  

無形固定資産   210   201   199  

投資その他の資産           

投資有価証券   3,327   4,314   4,042  

繰延税金資産   672   497   605  

再評価に係る繰
延税金資産   348   270   270  

その他   2,307   2,233   2,209  

貸倒引当金   △107   △261   △211  

投資その他の資産
合計   6,547   7,053   6,916  

固定資産合計   23,250 25.4  23,214 28.3  22,935 25.1 

資産合計   91,362 100.0  81,922 100.0  91,465 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

支払手形・工事未
払金等 

   24,303   19,836   24,761  

短期借入金 ※１  28,257   21,441   26,333  

未成工事受入金   6,843   5,073   5,523  

完成工事補償引当
金   114   135   130  

工事損失引当金    －   37   59  

その他    2,066   2,813   3,404  

流動負債合計   61,584 67.4  49,337 60.2  60,213 65.8 

Ⅱ 固定負債           

社債    2,200   2,200   2,200  

転換社債型新株予
約権付社債 

   －   770   －  

長期借入金 ※１  3,906   3,600   4,049  

退職給付引当金   2,343   2,243   2,316  

役員退職引当金   222   242   264  

長期預り金   －   4,179   －  

その他   4,317   51   4,225  

固定負債合計   12,990 14.2  13,286 16.2  13,055 14.3 

負債合計   74,574 81.6  62,624 76.4  73,269 80.1 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   58 0.1  60 0.1  66 0.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,057 6.6  6,422 7.8  6,057 6.6 

Ⅱ 資本剰余金   6,494 7.1  6,859 8.4  6,494 7.1 

Ⅲ 利益剰余金   10,718 11.7  12,082 14.8  11,852 13.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   △7,061 △7.7  △6,946 △8.5  △6,946 △7.6 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   547 0.6  863 1.1  706 0.7 

Ⅵ 自己株式   △28 △0.0  △42 △0.1  △35 △0.0 

資本合計   16,729 18.3  19,238 23.5  18,129 19.8 

負債、少数株主持分
及び資本合計   91,362 100.0  81,922 100.0  91,465 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高           

完成工事高   33,734   35,565   82,497  

兼業事業売上高   5,626   4,873   13,099  

売上高計   39,360 100.0  40,439 100.0  95,596 100.0 

Ⅱ 売上原価           

完成工事原価   30,330   31,717   73,962  

兼業事業売上原価   5,069   4,118   11,012  

売上原価計   35,400 89.9  35,836 88.6  84,975 88.9 

売上総利益           

完成工事総利益   3,403   3,848   8,535  

兼業事業総利益   556   755   2,086  

売上総利益計   3,960 10.1  4,603 11.4  10,621 11.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,303 8.4  3,488 8.6  6,783 7.1 

営業利益   656 1.7  1,114 2.8  3,838 4.0 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息   1   0   1  

受取配当金   15   36   23  

匿名組合利益   －   101   －  

その他   25   28   46  

営業外収益計   42 0.1  166 0.4  71 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息   245   200   469  

その他   5   8   14  

営業外費用計   250 0.7  209 0.6  484 0.5 

経常利益   447 1.1  1,071 2.6  3,424 3.6 

Ⅵ 特別利益   2 0.0  0 0.0  2 0.0

Ⅶ 特別損失           

固定資産売却損 ※２  14   2   219  

ゴルフ会員権評価
損 

   －   6   115  

貸倒引当金繰入額    －   5   －  

じん肺訴訟和解金    －   11   －  

その他   32   21   153  

特別損失計   46 0.1  46 0.1  489 0.5 

税金等調整前中間
（当期）純利益   403 1.0  1,024 2.5  2,938 3.1 

法人税、住民税及
び事業税  35   736   597   

法人税等調整額  242 277 0.7 △204 531 1.3 801 1,398 1.5 

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

  △7 △0.0  △6 △0.0  1 0.0 

中間（当期）純利
益   134 0.3  498 1.2  1,538 1.6 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   6,494  6,494  6,494 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

新株予約権の行使に
よる増加高 

 －  364  －  

自己株式処分差益  0 0 － 364 0 0 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  6,494  6,859  6,494 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   9,391  11,852  9,391 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

中間（当期）純利益  134  498  1,538  

土地再評価差額金取
崩額 

 1,348 1,483 － 498 1,234 2,772 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

株主配当金  155  217  311  

役員賞与  1 156 51 269 1 312

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  10,718  12,082  11,852 

        



④【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16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 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
（当期）純利益 

 403 1,024 2,938 

減価償却費  227 214 443 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 △88 2 △17 

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

 △85 △118 △96 

貸倒損失  － － 6 

受取利息及び受取配
当金 

 △16 △138 △24 

支払利息  245 200 469 

有形固定資産売却益  △2 △0 △2 

有形固定資産売却損  14 2 219 

有形固定資産除却損  1 2 9 

投資有価証券評価損  － 2 － 

販売用土地評価損  － 1 30 

ゴルフ会員権評価損  16 6 115 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 1,998 8,323 △4,558 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 △4,015 128 2,567 

その他流動資産の増
減額（増加：△） 

 311 183 351 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 770 △4,925 1,228 

未成工事受入金の増
減額（減少：△） 

 3,053 △450 1,733 

未払消費税等の増減
額（減少：△） 

 △631 △1,150 515 

その他流動負債の増
減額（減少：△） 

 △10 202 △150 

その他固定負債の増
減額（減少：△） 

 △34 △1 △118 

未払事業税の増減額
（減少：△） 

 46 △44 84 

役員賞与の支払額  △1 △51 △1 

小計  2,204 3,417 5,743 

 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受
取額 

 16 102 25 

利息の支払額  △232 △195 △457 

法人税等の支払額  △80 △608 △84 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,906 2,715 5,226 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の純増減額
（増加：△） 

 △3 △3 △7 

有形固定資産の取得
による支出 

 △45 △77 △156 

有形固定資産の売却
による収入 

 164 0 215 

投資有価証券の取得
による支出 

 △10 △12 △459 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 0 － 

投資有価証券の償還
による収入 

 15 － 15 

投資その他の資産の
取得による支出 

 △7 △0 △8 

投資その他の資産の
売却による収入 

 － 2 26 

貸付けによる支出  △11 － △13 

貸付金の回収による
収入 

 0 0 0 

差入保証金の差入に
よる支出 

 △0 △2 △4 

差入保証金の返還に
よる収入 

 41 43 104 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 141 △48 △286 

 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 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 

 1,800 1,580 5,080 

短期借入金の返済に
よる支出 

 △6,500 △6,715 △10,265 

長期借入れによる収
入 

 2,870 1,465 4,120 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △3,123 △1,671 △5,669 

社債発行による収入   ― 1,500 － 

自己株式の取得・売
却による純増減額
（増加：△） 

 △1 △7 △8 

配当金の支払額  △155 △217 △311 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △5,110 △4,066 △7,053 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 △3,062 △1,399 △2,113 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 13,500 11,386 13,500 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  10,437 9,986 11,386 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社（７社）を連結し

ている。 

同左 同左 

 連結子会社名 

矢作地所㈱、ヤハギ緑化㈱、

矢作葵ビル㈱、㈱テクノサポ

ート、ヤハギ道路㈱、㈱ピタ

コラム、南信高森開発㈱ 

  

  

  

  

  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

関連会社（１社）に対する投資に

ついては、持分法を適用していな

い。 

同左 関連会社（１社）に対する投資に

ついては、持分法を適用していな

い。 

 持分法非適用の関連会社名 

小原興業㈱ 

上記関連会社は、中間純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除

外している。 

 持分法非適用の関連会社名 

小原興業㈱ 

上記関連会社は、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除

外している。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社である南信高森開発㈱

の中間決算日は６月30日である。

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用している。ただし、７

月１日から中間連結決算日９月30

日までの期間に発生した重要な取

引については連結上必要な調整を

行っている。 

上記以外の連結子会社の中間決算

日は中間連結財務諸表提出会社と

同一である。 

同左 連結子会社である南信高森開発㈱

の決算日は12月31日である。連結

財務諸表の作成に当たっては同決

算日現在の財務諸表を使用してい

る。ただし、１月１日から連結決

算日３月31日までの期間に発生し

た重要な取引については連結上必

要な調整を行っている。 

上記以外の連結子会社の事業年度

は連結財務諸表提出会社と同一で

ある。 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間連結決算日前１ヶ月の

市場価格の単純平均値に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している。） 

有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

連結決算日前１ヶ月の市場

価格の単純平均値に基づく

時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定している。） 

 ②時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

同左 

②時価のないもの 

同左 

 たな卸資産 

① 未成工事支出金 

個別法による原価法 

② 商品不動産 

個別法による原価法 

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

② 商品不動産 

同左 

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

② 商品不動産 

同左 

 ③ 材料貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

③ 材料貯蔵品 

同左 

③ 材料貯蔵品 

同左 

 ④ 製品 

総平均法による原価法 

④ 製品 

同左 

④ 製品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備を

除く）及びアスコン・リサイク

ルセンターについては定額法を

採用している。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りである。 

  

 建物・構築物 10～50年

その他 ５～15年

  

 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用している。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、当中間連結会計

期間末に至る１年間の完成工事

高に対する将来の見積補償額に

基づいて計上している。 

  

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、当連結会計年度

の完成工事高に対する将来の見

積補償額に基づいて計上してい

る。 

  

  

 ───── 工事損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期間

末における受注契約に係る損失

見込額を計上している。 

工事損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当連結会計年度末に

おける受注契約に係る損失見込

額を計上している。 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上している。 

なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５～15年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてい

る。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。 

なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５～15年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてい

る。 

 役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

退職慰労金要支給額の100％相当

額を計上している。 

役員退職引当金 

同左 

役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末退職

慰労金要支給額の100％を引当計

上している。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

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

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合

には特例処理を採用してい

る。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

長期借入金に対するヘッジ手

段として金利スワップ取引を

行っている。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

当社グループは、固定金利を

市場の実勢金利に合わせて変

動化する場合や、将来の金利

上昇リスクをヘッジするため

に変動金利を固定化する目的

で、「金利スワップ」を利用

するのみであり、投機的な目

的の取引を行わない。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象負債

に関する重要な条件がほぼ同

一であり、ヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を

完全に相殺するものと想定す

ることができるため、有効性

の判定を省略している。 

なお、金利スワップについて

は特例処理適用の判定をもっ

て有効性の判定に代えてい

る。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては特例

処理適用の判定をもって有効

性の判定に代えている。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）長期請負工事の収益計

上処理 

請負金３億円以上、工期１年超、

進捗率35％超の工事については工

事進行基準によっており、工事進

行基準による完成工事高は15,064

百万円である。 

工期１年超の工事については工事

進行基準によっており、工事進行

基準による完成工事高は14,169百

万円である。 

請負金３億円以上、工期１年超、

進捗率35％超の工事については工

事進行基準によっており、工事進

行基準による完成工事高は20,575

百万円である。 

(7）消費税等の会計処理方

法 

消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。ただ

し、資産に係る控除対象外消費税

等は発生中間連結会計期間の期間

費用としている。 

同左 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。ただ

し、資産に係る控除対象外消費税

等は発生連結会計年度の期間費用

としている。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ケ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなる。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

        ───── （長期請負工事の収益計上基準） 

 従来、長期大型工事（請負金３億円

以上、工期１年超、進捗率35％超）に

ついては工事進行基準を適用していた

が、当中間連結会計期間より長期請負

工事（工期１年超）のすべてについて

工事進行基準を適用することに変更し

た。これは、長期請負工事すべてにつ

いて工事進行基準を適用することによ

り、各連結会計年度の施工実績を期間

損益に適切に反映させて経営の実態を

より明確にすることを目的とするもの

であり、企業活動のグローバル化の進

展に伴い国際的な財務報告基準の動向

を考慮する必要性が高まっていること

も勘案し、戦略事業として注力する耐

震補強工事を始めとして、請負金額の

小さい工事物件が収益に大きな比重を

占めるようになり、その傾向が今後さ

らに拡大すると見込まれることや施工

管理の精度が近年、より精緻化された

ことを踏まえて、当中間連結会計期間

より変更を行ったものである。 

 この変更に伴い、従来と同一の基準

を適用した場合に比べ、完成工事高が

3,060百万円、完成工事原価が2,768百

万円、完成工事総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益が

それぞれ291百万円多く計上されてい

る。 

 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いる。 

        ───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）が平成

16年３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、当中間

連結会計期間から同会計基準及び同

適用指針を適用している。これによ

る損益に与える影響はない。  

        ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日に終了する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を適用してい

る。これによる損益に与える影響はな

い。 



表示方法の変更  

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

──────  （中間連結貸借対照表） 

 「長期預り金」は、前中間連結会計期間末は、固定負債

のその他に含めて表示してしていたが、当中間連結会計期

間末において負債、少数株主持分及び資本の合計額の100

分の５を超えたため区分掲記した。 

 なお、前中間連結会計期間末の「長期預り金」の金額は

4,265百万円である。  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部

分の中間連結損益計算書上の表示方

法）  

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間連結会計期間から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割46百万円を販

売費及び一般管理費として処理して

いる。  

        ───── （法人事業税における外形標準課税部

分の連結損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告書第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年

２月13日）が公表されたことに伴い、

当連結会計年度から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割84百万円を販売費及び一般管理

費として処理している。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 下記の資産は短期借入金7,153百万

円、長期借入金2,415百万円の担保に

供している。 

※１ 下記の資産は短期借入金5,617百万

円、長期借入金3,660百万円の担保に

供している。 

※１ 下記の資産は短期借入金5,848百万

円、長期借入金3,074百万円の担保に

供している。 

 百万円

商品不動産 3,938

建物・構築物 1,981

土地 5,143

合計 11,063

 百万円

商品不動産 4,196

建物・構築物 1,888

土地 4,789

合計 10,875

 百万円

商品不動産 3,860

建物・構築物 1,946

土地 4,789

合計 10,596

 ２ 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入に対して、次のとおり債務保証を

行っている。 

 ２ ①連結会社以外の会社の金融機関から 

 の借入等に対して、次のとおり債務 

 保証を行っている。 

 ２ ①連結会社以外の会社の金融機関から

の借入等に対して、次のとおり債務

保証を行っている。 

・分譲マンション購入者の金融機関か

らの借入 

・分譲マンション購入者の金融機関か

らの借入 

・分譲マンション購入者の金融機関か

らの借入 

 百万円

ＵＦＪ信用保証株式会社 223

 百万円

ＵＦＪ信用保証株式会社 223

 百万円

ＵＦＪ信用保証株式会社 223

        ───── ②匿名組合契約により出資する特別目

的会社（以下「借入人」という）

が、金融機関（以下「貸付人」とい

う）からノンリコース条件のローン

による資金調達（なお、当中間連結

会計期間末における資金調達残高

は、2,920百万円である）を行う際

に、ノンリコース条件の例外とし

て、借入人及びアセット・マネージ

ャー並びにそれらの社員、役員・従

業員等の詐欺行為や故意・重過失に

よる不法行為等により貸付人に損害

等が発生した場合、借入人が責任財

産又はそれを換価して得た対価によ

り当該損害等を補償できなかった部

分について補填する補償責任を負っ

ている。 

②匿名組合契約により出資する特別目

的会社（以下「借入人」という）

が、金融機関（以下「貸付人」とい

う）からノンリコース条件のローン

による資金調達（なお、当連結会計

年度末における資金調達残高は、

3,350百万円である）を行う際に、

ノンリコース条件の例外として、借

入人及びアセット・マネージャー並

びにそれらの社員、役員・従業員等

の詐欺行為や故意・重過失による不

法行為等により貸付人に損害等が発

生した場合、借入人が責任財産又は

それを換価して得た対価により当該

損害等を補償できなかった部分につ

いて補填する補償責任を負ってい

る。 

        ─────         ───── ※３ 土地の利用目的変更に伴い、事業用不

動産306百万円を商品不動産に振替え

ている。 



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

※１ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

※１ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

 百万円

従業員給料手当 1,413

退職給付費用 140

役員退職引当金繰入額 39

販売費 363

 百万円

従業員給料手当 1,532

退職給付費用 140

役員退職引当金繰入額 58

販売費 263

 百万円

従業員給料手当 2,815

退職給付費用 267

役員退職引当金繰入額 82

販売費 731

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

 百万円

土地 14

合計 14

 百万円

その他（会員権） 2

合計 2

 百万円

建物・構築物 106

土地 107

その他 5

合計 219

 ３ 当社グループの売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ下半期に

完成する工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期の売上高と下半期

の売上高との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的変動が

ある。 

 ３       同左         ───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

  百万円

現金預金勘定 10,710

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
△272

現金及び現金同等物 10,437

  百万円

現金預金勘定 10,266

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
△279

現金及び現金同等物 9,986

  百万円

現金預金勘定 11,663

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
△276

現金及び現金同等物 11,386

───── ２．重要な非資金取引内容 

 ・新株予約権の行使 

───── 

   百万円

新株予約権の行使による

資本金増加額 

364

新株予約権の行使による

資本準備金増加額 

364

新株予約権の行使による

転換社債型新株予約権付

社債減少額 

△730

 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置 670 396 273 

車輌運搬具 152 100 52 

工具器具備品 347 180 166 

ソフトウェア 159 74 85 

合計 1,329 751 577 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 670 479 190 

車輌運搬具 111 44 66 

工具器具備品 377 221 156 

ソフトウェア 164 74 90 

合計 1,323 819 504 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置 670 437 232 

車輌運搬具 89 32 57 

工具器具備品 340 199 141 

ソフトウェア 140 68 71 

合計 1,240 738 502 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  百万円

１年内 206

１年超 371

合計 577

  百万円

１年内 197

１年超 306

合計 504

  百万円

１年内 186

１年超 315

合計 502

 なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  百万円

支払リース料 105

減価償却費相当額 105

  百万円

支払リース料 114

減価償却費相当額 114

  百万円

支払リース料 192

減価償却費相当額 192

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略している。  

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,208 2,130 921 

合計 1,208 2,130 921 

 （単位：百万円）

非上場株式（店頭売買株式を除く） 674 

非上場外国証券 500 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,208 2,660 1,451 

合計 1,208 2,660 1,451 

 （単位：百万円）

非上場株式 704 

非上場外国証券 500 

匿名組合出資金 427 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 1,208 2,397 1,188 

合計 1,208 2,397 1,188 

 （単位：百万円）

非上場株式 707 

非上場外国証券 500 

匿名組合出資金 415 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 当社グループは金利スワップ取引

のデリバティブ取引を契約している

が、すべてヘッジ会計を適用してい

るため、デリバティブ取引の契約額

等、時価及び評価損益の状況の記載

を省略している。 

同左 同左 



（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16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（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 33,734 5,626 39,360 ― 39,360 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,616 782 2,399 (2,399) ― 

計 35,350 6,409 41,759 (2,399) 39,360 

営業費用 34,354 6,716 41,071 (2,367) 38,704 

営業利益又は営業損失（△） 996 △307 688 (32) 656 

 
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（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 35,565 4,873 40,439 － 40,439 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,624 783 3,407 (3,407) － 

計 38,189 5,657 43,847 (3,407) 40,439 

営業費用 36,752 5,575 42,328 (3,003) 39,324 

営業利益 1,436 81 1,518 (403) 1,114 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．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た。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：土木、建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他 

    ２．会計処理の方法の変更 

（当中間連結会計期間について） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、従来、長期大型工事

（請負金３億円以上、工期１年超、進捗率35％超）について工事進行基準を適用していたが、当中間連結

会計期間より長期請負工事（工期１年超）のすべてについて工事進行基準を適用することに変更した。こ

の変更に伴い、従来と同一の基準を適用した場合に比べ、建設事業において売上高が3,060百万円、営業

利益が291百万円多く計上されている。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれも在外連結子会社がないため記載して

いない。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれも海外売上高がないため記載していな

い。 

 
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（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 82,497 13,099 95,596 － 95,596 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4,100 1,531 5,631 (5,631) － 

計 86,597 14,630 101,228 (5,631) 95,596 

営業費用 83,083 14,293 97,376 (5,617) 91,758 

営業利益 3,514 337 3,851 (13) 3,838 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりである。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額

（円） 
403.37 

１株当たり純資産額

（円） 
447.24 

１株当たり純資産額

（円） 
436.07 

１株当たり中間純利益

（円） 
3.23 

１株当たり中間純利益

（円） 
11.96 

１株当たり当期純利益

（円） 
35.84 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益（円） 
11.60 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載していない。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

 中間（当期）純利益（百万円） 134 498 1,538 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 51 

（内利益処分による役員賞与金） － － (51) 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
134 498 1,486 

 期中平均株式数（千株） 41,475 41,712 41,470 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益  
      

 中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

 普通株式増加数（千株） － 1,280 － 

 （内転換社債型新株予約権付社債）  － (1,280) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── ──── ──── 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 該当事項なし。   当中間連結会計期間終了後平成17年

11月30日までに、第１回円貨建転換

社債型新株予約権付社債について新

株予約権の行使を受けている。 

（１）新株予約権の行使額 

770,000,000円 

（２）行使により増加した株式数 

1,482,901株 

（３）行使により増加した資本金の 

   額 

385,380,208円 

（４）新株の配当起算日 

平成17年10月１日 

 平成17年６月29日開催の当社取締役

会において、第１回円貨建転換社債

型新株予約権付社債の発行を決議し

た。その概要は、以下のとおりであ

る。 

（１）発行総額 

15億円 

（２）発行価額 

額面5,000,000円につき金

5,000,000円 

（３）払込期日 

平成17年７月15日 

（４）償還期限 

平成22年７月15日 

（５）利率 

本社債には利息を付さない。 

（６）資金使途 

研究開発施設の建設等 

（７）募集方法 

Lehman Brothers Commercial  

Corporation Asia 

Limited（特定海外投資家）の

総額買取引受による。 

（８）新株予約権の行使価額（転換

価格） 

当初の行使価額（転換価格）

は、平成17年６月28日の終

値。 

（９）新株予約権の行使期間 

平成17年７月19日から平成22

年７月14日まで 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金預金  6,755   6,204   7,242   

受取手形   924   2,910   1,871   

完成工事未収入金  26,080   22,514   29,508   

未成工事支出金  12,811   6,763   8,036   

材料貯蔵品  300   216   298   

製品  1   3   2   

商品不動産 ※２ 8,730   7,916   8,073   

短期貸付金  60   145   130   

繰延税金資産  981   627   598   

その他 ※３ 1,302   1,055   1,382   

貸倒引当金  △56   △53   △95   

流動資産合計   57,892 74.8  48,305 71.6  57,049 74.8 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 3,521   3,044   3,137   

土地 ※２ 7,347   7,101   7,101   

その他  251   226   234   

有形固定資産合計   11,119   10,372   10,473  

無形固定資産   69   61   60  

投資その他の資産           

投資有価証券  5,488   6,475   6,203   

その他  2,890   2,480   2,632   

貸倒引当金  △94   △217   △168   

投資その他の資産
合計   8,284   8,737   8,667  

固定資産合計   19,473 25.2  19,171 28.4  19,202 25.2 

資産合計   77,366 100.0  67,476 100.0  76,251 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

支払手形   11,493   9,487   13,130   

工事未払金  12,137   9,395   10,660   

短期借入金 ※２ 22,954   16,712   21,608   

未払法人税等  77   670   420   

未成工事受入金  6,214   4,714   5,049   

完成工事補償引当
金  114   137   135   

工事損失引当金  －   37   59   

その他   1,802   1,829   2,271   

流動負債合計   54,793 70.8  42,985 63.7  53,336 69.9 

Ⅱ 固定負債           

社債   2,200   2,200   2,200   

転換社債型新株予
約権付社債 

  －   770   －   

長期借入金 ※２ 1,832   770   1,276   

退職給付引当金  2,289   2,197   2,270   

役員退職引当金  169   172   194   

その他  144   148   144   

固定負債合計   6,636 8.6  6,258 9.3  6,085 8.0 

負債合計   61,429 79.4  49,243 73.0  59,422 77.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,057 7.8  6,422 9.5  6,057 8.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,494   3,859   3,494   

その他資本剰余金  3,000   3,000   3,000   

資本剰余金合計   6,494 8.4  6,859 10.2  6,494 8.5 

Ⅲ 利益剰余金           

任意積立金  4,376   4,353   4,376   

中間（当期）未処
分利益  5,549   6,723   6,176   

利益剰余金合計   9,926 12.8  11,077 16.4  10,552 13.8 

Ⅳ 土地再評価差額金   △7,061 △9.1  △6,946 △10.3  △6,946 △9.1 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   547 0.7  863 1.3  706 0.9 

Ⅵ 自己株式   △28 △0.0  △42 △0.1  △35 △0.0 

資本合計   15,936 20.6  18,232 27.0  16,829 22.1 

負債資本合計   77,366 100.0  67,476 100.0  76,251 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高           

完成工事高  33,269   35,250   79,766   

兼業事業売上高  2,742   324   3,711   

売上高合計   36,012 100.0  35,574 100.0  83,477 100.0 

Ⅱ 売上原価           

完成工事原価  30,014   31,443   72,047   

兼業事業売上原価  2,731   295   3,597   

売上原価合計   32,746 90.9  31,738 89.2  75,644 90.6 

売上総利益           

完成工事総利益  3,255   3,806   7,719   

兼業事業総利益  10   29   113   

売上総利益合計   3,266 9.1  3,836 10.8  7,832 9.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   2,374 6.6  2,478 7.0  4,781 5.7 

営業利益   891 2.5  1,358 3.8  3,051 3.7 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息配当金  56   128   74   

匿名組合利益  －   101   －   

その他  19   18   37   

営業外収益合計   75 0.2  247 0.7  111 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  180   141   342   

その他  1   8   5   

営業外費用合計   181 0.5  150 0.4  347 0.4 

経常利益   785 2.2  1,455 4.1  2,814 3.4 

Ⅵ 特別利益    － －  － －  － － 

Ⅶ 特別損失    50 0.2  46 0.1  440 0.6 

税引前中間（当
期）純利益   734 2.0  1,409 4.0  2,374 2.8 

法人税、住民税及
び事業税  32   649   346   

法人税等調整額  348 381 1.0 △28 620 1.8 777 1,124 1.3 

中間（当期）純利
益   353 1.0  788 2.2  1,249 1.5 

前期繰越利益   3,847   5,934   3,847  

土地再評価差額金
取崩額   1,348   －   1,234  

中間配当額   －   －   155  

中間（当期）未処
分利益   5,549   6,723   6,176  

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 ② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日前１ヶ月の

市場価格の単純平均値

に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定している。） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日前１ヶ月の市場

価格の単純平均値に基

づく時価法（評価差額

は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は

移動平均法により算定

している。） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

   

  

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

個別法による原価法 

② 商品不動産 

個別法による原価法 

③ 材料貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

  

  

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

② 商品不動産 

同左 

③ 材料貯蔵品 

同左 

  

  

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

② 商品不動産 

同左 

③ 材料貯蔵品 

同左 

 ④ 製品 

総平均法による原価法 

④ 製品 

同左 

④ 製品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法に

よっている。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りである。 

    

 建物 38～50年

その他 ５～35年

  

 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用している。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上している。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、当中間会計期間

末に至る１年間の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づ

いて計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、当事業年度の完

成工事高に対する将来の見積補

償額に基づいて計上している。 

 ───── 

  

 工事損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備 

えるため、当中間会計期間末に

おける受注契約に係る損失見込

額を計上している。 

工事損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備 

えるため、当事業年度末におけ 

る受注契約に係る損失見込額を 

計上している。 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

なお、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしている。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 

なお、数理計算上の差異は各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしている。 

 役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

退職慰労金要支給額の100％相当

額を計上している。 

役員退職引当金 

同左 

役員退職引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく事業年度

末退職慰労金要支給額の100％を

引当計上している。 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．リース取引の処理方法 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

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合

には特例処理を採用してい

る。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

長期借入金に対するヘッジ手

段として金利スワップ取引を

行っている。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 ③ ヘッジ方針 

当社は、固定金利を市場の実

勢金利に合わせて変動化する

場合や、将来の金利上昇リス

クをヘッジするために変動金

利を固定化する目的で「金利

スワップ」を利用するのみで

あり、投機的な目的の取引を

行わない。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象負債

に関する重要な条件がほぼ同

一であり、ヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を

完全に相殺するものと想定す

ることができるため、有効性

の判定を省略している。 

なお、金利スワップについて

は特例処理適用の判定をもっ

て有効性の判定に代えてい

る。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては特例

処理適用の判定をもって有効

性の判定に代えている。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．長期請負工事の収益計上

処理 

請負金３億円以上、工期１年超、

進捗率35％超の工事については、

工事進行基準によっており、工事

進行基準による完成工事高は、

16,259百万円である。 

工期１年超の工事については工事

進行基準によっており、工事進行

基準による完成工事高は16,272百

万円である。 

請負金３億円以上、工期１年超、

進捗率35％超の工事については、

工事進行基準によっており、工事

進行基準による完成工事高は、

20,477百万円である。 

７．消費税等の会計処理 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。ただ

し、資産に係る控除対象外消費税

等は発生中間会計期間の期間費用

としている。 

同左 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。ただ

し、資産に係る控除対象外消費税

等は発生事業年度の期間費用とし

ている。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ────  （長期請負工事の収益計上基準） 

 従来、長期大型工事（請負金3億円

以上、工期1年超、進捗率35％超）に

ついては工事進行基準を適用していた

が、当中間会計期間より長期請負工事

（工期1年超）のすべてについて工事

進行基準を適用することに変更した。

これは、長期請負工事すべてについて

工事進行基準を適用することにより、

各事業年度の施工実績を期間損益に適

切に反映させて経営の実態をより明確

にすることを目的とするものであり、

企業活動のグローバル化の進展に伴い

国際的な財務報告基準の動向を考慮す

る必要性が高まっていることも勘案

し、戦略事業として注力する耐震補強

工事を始めとして、請負金額の小さい

工事物件が収益に大きな比重を占める

ようになり、その傾向が今後さらに拡

大すると見込まれることや施工管理の

精度が近年、より精緻化されたことを

踏まえて、当中間会計期間に変更を行

ったものである。 

 この変更に伴い、従来と同一の基準

を適用した場合に比べ、完成工事高が

3,627百万円、完成工事原価が3,226百

万円、完成工事総利益、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ400百万円多く計上されている。   

 ────  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）が平成

16年３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当中間会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適

用している。これによる損益へ与え

る影響はない。  

──── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日に終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同

適用指針を適用している。これによる

損益に与える影響はない。 



追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部

分の中間損益計算書上の表示方法）  

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割43百万円を販売費

及び一般管理費として処理してい

る。  

───── （法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告書第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年

２月13日）が公表されたことに伴い、

当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本

割72百万円を販売費及び一般管理費と

して処理している。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

6,107百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

5,933百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

5,832百万円である。 

※２ 下記の資産は短期借入金3,824百万

円、長期借入金1,401百万円の担保に

供している。 

※２ 下記の資産は短期借入金3,493百万

円、長期借入金1,090百万円の担保に

供している。 

※２ 下記の資産は短期借入金3,533百万

円、長期借入金1,191百万円の担保に

供している。 

 百万円

商品不動産 173

建物 1,320

土地 3,786

合計 5,280

 百万円

商品不動産 173

建物 1,004

土地 3,611

合計 4,789

 百万円

商品不動産 173

建物 1,044

土地 3,611

合計 4,829

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示している。 

※３       同左         ───── 

       ───── ４ 匿名組合契約により出資する特別目的

会社（以下「借入人」という）が、金

融機関（以下「貸付人」という）から

ノンリコース条件のローンによる資金

調達（なお、当中間会計期間末におけ

る資金調達残高は、2,920百万円であ

る）を行う際に、ノンリコース条件の

例外として、借入人及びアセット・マ

ネージャー並びにそれらの社員、役

員・従業員等の詐欺行為や故意・重過

失による不法行為等により貸付人に損

害等が発生した場合、借入人が責任財

産又はそれを換価して得た対価により

当該損害等を補償できなかった部分に

ついて補填する補償責任を負ってい

る。 

４ 匿名組合契約により出資する特別目的

会社（以下「借入人」という）が、金

融機関（以下「貸付人」という）から

ノンリコース条件のローンによる資金

調達（なお、当事業年度末における資

金調達残高は、3,350百万円である）を

行う際に、ノンリコース条件の例外と

して、借入人及びアセット・マネージ

ャー並びにそれらの社員、役員・従業

員等の詐欺行為や故意・重過失による

不法行為等により貸付人に損害等が発

生した場合、借入人が責任財産又はそ

れを換価して得た対価により当該損害

等を補償できなかった部分について補

填する補償責任を負っている。 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 １ 当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べ下半期に完成する

工事の割合が大きいため、事業年度の

上半期の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動がある。当中間

会計期間末に至る１年間の売上高は次

のとおりである。 

 １       同左         ───── 

 百万円

前事業年度下半期 46,231

当中間会計期間 36,012

計 82,244

 百万円

前事業年度下半期 47,465

当中間会計期間 35,574

計 83,040

 

 ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額  ２ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 128

無形固定資産 6

 百万円

有形固定資産 112

無形固定資産 6

 百万円

有形固定資産 242

無形固定資産 12



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはない。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

車輌運搬具 48 23 24 

工具器具備品 295 155 139 

ソフトウェア 154 71 83 

合計 498 251 246 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 41 17 24 

工具器具備品 331 193 138 

ソフトウェア 151 71 79 

合計 524 282 242 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車輌運搬具 48 25 22 

工具器具備品 295 175 119 

ソフトウェア 137 67 70 

合計 480 268 212 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  百万円

１年内 92

１年超 154

合計 246

  百万円

１年内 92

１年超 149

合計 242

  百万円

１年内 86

１年超 125

合計 212

 なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  百万円

支払リース料 47

減価償却費相当額 47

  百万円

支払リース料 54

減価償却費相当額 54

  百万円

支払リース料 95

減価償却費相当額 95

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略している。  

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左  



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりである。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額

（円） 
384.27 

１株当たり純資産額

（円） 
423.87 

１株当たり純資産額

（円） 
404.85 

１株当たり中間純利益

（円） 
8.52 

１株当たり中間純利益

（円） 
18.89 

１株当たり当期純利益

（円） 
29.03 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載していない 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益  
18.33 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

 中間（当期）純利益（百万円）  353 788 1,249 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 46 

 （内利益処分による役員賞与金） (－) (－) (46) 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 （百万円） 
353 788 1,203 

 期中平均株式数（千株） 41,475 41,712 41,470 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

 中間純利益調整額（百万円） － － － 

 普通株式増加数（千株） － 1,280 － 

 （内転換社債型新株予約権付社債） － (1,280) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── ──── ──── 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 該当事項なし。  当中間会計期間終了後平成17年11月

30日までに、第１回円貨建転換社債

型新株予約権付社債について新株予

約権の行使を受けている。その概要

は、「第５ 経理の状況 １．連結

財務諸表等 （１）連結財務諸表

（重要な後発事象）」の欄に記載し

ている。 

 平成17年６月29日開催の当社取締役

会において、第１回円貨建転換社債

型新株予約権付社債の発行を決議し

た。その概要は、「第５ 経理の状

況 １．連結財務諸表等 （１）連

結財務諸表 （重要な後発事象）」の

欄に記載している。  



(2）【その他】 

 平成17年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

 １．中間配当による配当金の総額……………………215,073,470円 

 ２．１株当たりの金額…………………………………５円 

 ３．支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成17年12月８日 

（注）平成17年９月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録質権者に対し、支払いを

行う。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条第１項各

号に掲げる書類は、次のとおりである。 

 （１）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第64期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日提出 

 （２）臨時報告書 

 平成17年６月30日提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第２号（転換社債型新株予約権付社債の発行）の

規定に基づく臨時報告書である。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告

書 

  平成１６年１２月１５日

矢作建設工業株式会社   

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松井 夏樹 印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている矢作

建設工業株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、矢作建設工業株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付

する形で別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告

書 

  平成１７年１２月１６日

矢作建設工業株式会社   

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内山 隆夫 印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている矢作

建設工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、矢作建設工業株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、従来長期大型工事（請

負金３億円以上、工期１年超、進捗率３５％超）については工事進行基準を適用していたが、当中間連結会計期間より工

期１年超の長期請負工事すべてについて工事進行基準を適用することに変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付

する形で別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告

書 

  平成１６年１２月１５日

矢作建設工業株式会社   

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松井 夏樹 印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている矢作

建設工業株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、矢作建設工業株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付する

形で別途保管している。 



独立監査人の中間監査報告

書 

  平成１７年１２月１６日

矢作建設工業株式会社   

 取締役会 御中   

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人 印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 内山 隆夫 印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている矢作

建設工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、矢作建設工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、従来長期大型工事（請負金

３億円以上、工期１年超、進捗率３５％超）については工事進行基準を適用していたが、当中間会計期間より工期１年超

の長期請負工事すべてについて工事進行基準を適用することに変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付する

形で別途保管している。 
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