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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64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高 （百万円） 39,360 40,439 36,285 95,596 90,747 

経常利益 （百万円） 447 1,071 1,199 3,424 3,961 

中間（当期）純利益 （百万円） 134 498 917 1,538 1,950 

純資産額 （百万円） 16,729 19,238 22,243 18,129 21,722 

総資産額 （百万円） 91,362 81,922 81,759 91,465 81,595 

１株当たり純資産額 （円） 403.37 447.24 498.59 436.07 486.97 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 3.23 11.96 20.62 35.84 43.88 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

（円） － 11.60 － － 43.11 

自己資本比率 （％） 18.31 23.48 27.12 19.82 26.62 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） 1,906 2,715 238 5,226 6,528 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） 141 △48 1,467 △286 15 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） △5,110 △4,066 △3,747 △7,053 △5,940 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
（百万円） 10,437 9,986 9,947 11,386 11,989 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者

数］ 

（人） 
1,155 

[134] 

1,157 

[206] 

1,099 

[229] 

1,130 

[177] 

1,096 

[221] 

 



 （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期中、第64期、第66期中は潜在株式が

存在しないため記載していない。 

３．純資産額の算定にあたり、第66期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する企業会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用している。 

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64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 （百万円） 36,012 35,574 31,803 83,477 76,088 

経常利益 （百万円） 785 1,455 1,402 2,814 3,020 

中間（当期）純利益 （百万円） 353 788 1,095 1,249 1,599 

資本金 （百万円） 6,057 6,422 6,808 6,057 6,808 

発行済株式総数 （千株） 41,551 43,124 44,607 41,551 44,607 

純資産額 （百万円） 15,936 18,232 20,716 16,829 20,077 

総資産額 （百万円） 77,366 67,476 64,773 76,251 66,013 

１株当たり純資産額 （円） 384.27 423.87 465.81 404.85 450.18 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 8.52 18.89 24.64 29.03 35.93 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

（円） － 18.33 － － 35.30 

１株当たり配当額 （円） 3.75 5.00 5.00 9.00 10.00 

自己資本比率 （％） 20.59 27.02 31.98 22.07 30.41 

従業員数 （人） 873 881 829 854 848 



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18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 895〔135〕  

不動産事業等 121 〔94〕  

全社（共通） 83 〔-〕  

合計 1,099〔229〕  

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 829 



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、好調な企業収益を背景に景気回復の牽引役である民間設備投資

が依然として活発であったことに加え、所得・雇用環境の好転により個人消費が底堅く推移する等、内需主導に

よる緩やかな拡大が続いた。 

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、期首手持工事の減少および前期における売上高の計上基準変更等の

影響もあり、売上高は36,285百万円（前中間連結会計期間比10.3％減）、営業利益は974百万円（前中間連結会

計期間比12.5％減）となった一方、匿名組合利益の増加および固定資産売却益の計上により、経常利益は1,199

百万円（前中間連結会計期間比12.0％増）、中間純利益は917百万円（前中間連結会計期間比83.8％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、民間投資の回復により、工場、商業施設やマンション等の建設需

要が堅調に推移したが、公共投資が大きく減少する中、ダンピングも恒常化してきたこと

から、市場全体としては厳しい状況が続いた。 

こうした状況の中、受注高は、土木工事においては、官庁工事が減少したものの民間大

型工事の受注により堅調であった一方、建築工事においては、ピタコラム工法による耐震

補強工事が伸長したものの集合住宅、商業施設等の受注が減少し、全体として35,525百万

円（前中間連結会計期間比1.6％減）となった。 

完成工事高は、32,382百万円（前中間連結会計期間比8.9％減）となった。土木工事は

当社における期首手持工事の減少により9,751百万円（前中間連結会計期間比25.0％減）

となった。建築工事では、民間工事が増加したものの、官庁工事の減少や前期における売

上高の計上基準変更等の影響により22,631百万円（前中間連結会計期間比0.3％減）にと

どまった。この結果、営業利益は989百万円（前中間連結会計期間比31.1％減）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35,565百万円であり、前連結会計年度は

74,697百万円であった。 

（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、当面堅調に推移することが期待され

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㈱における分譲マンシ

ョン事業が前年同期に比較して減少したため、3,902百万円（前中間連結会計期間比

19.9％減）となった。しかしながら、利益率の高い開発事業への取り組みが利益に寄与

し、営業利益は104百万円（前中間連結会計期間比28.4％増）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

1,671百万円（前中間連結期間比63.2％増）を計上したものの、引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9,947百万円と前連結会計年度末に比べ2,041百万円減少した。 

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238百万円（前中間連結会計期間比2,477百万円減）となった。 

これは、売上債権の回収が順調に進んだものの、その一方で次年度以降の不動産事業等の展開を見据え 

販売用不動産を積極的に購入した結果である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は1,467百万円（前中間連結会計期間は48百万円の資金の支出）となった。 

これは主として、固定資産の売却によるものである。 

（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3,747百万円（前中間連結会計期間比319百万円減）となった。 

これは主として、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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

建設事業（百万円） 36,098 35,525 （1.6 ％減） 

区分 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

建設事業（百万円） 35,565 32,382 （8.9％減） 

不動産事業等（百万円） 4,873 3,902 （19.9％減） 

合計（百万円） 40,439 36,285 （10.3％減） 



 ※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17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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 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 12,702 8,871 21,574 8,115 13,458 5％ 699 8,035 

建築工事 46,432 26,238 72,670 23,360 49,310 11 5,636 27,157 

計 59,134 35,110 94,245 31,476 62,769 10 6,335 35,193 

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 15,135 34,136 21,434 12,702 6％ 778 18,932 

建築工事 41,758 58,664 100,422 53,990 46,432 3 1,838 50,439 

計 60,759 73,799 134,559 75,424 59,134 4 2,617 69,372 

 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63期 77,955 35,573 45 

第64期 79,766 33,269 41 

第65期 75,424 35,250 46 

第66期 － 31,476 － 



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 

該当する相手先はない。 

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 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

土木工事 5,195 2,920 8,115 

建築工事 1,762 21,597 23,360 

計 6,957 24,518 31,476 

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 

東日本高速道路株式会社 京葉道路（改築）蘇我インターチェンジ南工事 

国土交通省 平成１５年度 伊豆縦貫加茂道路建設工事 

豊田通商株式会社 （仮称）錦一丁目アパートメンツ新築工事 

社会福祉法人 福寿園 特別養護老人ホーム 第二福寿園 増築工事 

株式会社 ゼクス 広島大手町ホテル新築工事 



④ 手持工事高（平成18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。 

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 8,184 5,274 13,458 

建築工事 1,623 47,687 49,310 

計 9,807 52,961 62,769 

株式会社 今仙電機製作所 株式会社今仙電機製作所 八百津第２工場新

築工事 

平成19年４月完成予定

株式会社 あすみが丘ナー

シングホーム 

（仮称）あすみが丘ナーシングホーム新築工事 平成19年７月完成予定

名鉄不動産株式会社 名鉄イン刈谷新築工事の内建築工事 平成19年10月完成予定

住友商事株式会社 亀山・関テクノヒルズ 第４期造成工事 平成19年12月完成予定

名古屋鉄道株式会社 西尾線 碧海桜井駅付近鉄道高架化に伴う本線

土木（その２）工事 

平成21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、139百万円である。 

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

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、異業種企業や大学との技術交流、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、コンクリート構造物の診断技術やアルカリ骨材反応対策に関する研

究を名古屋工業大学と共同で行っている。また、鉄筋コンクリート構造物の長寿命化を可能にする新しいアルカリ骨

材反応対策工法として、連続繊維シート接着工法を提案し高架橋ＰＣ桁での施工を行った。 

（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、大同工業大学と共同で「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。今後は実用化に向け取り組んでいく。 

 なお、ヒートアイランド現象抑制効果のある舗装として商品化した保水性舗装については、車道対応への技術改良

を進め本年７月に特許を出願した。 

  

２．建築部門 

（１） 地震工学技術研究所 

 耐震構造実験施設としては中部地区で最大級の施設となる「地震工学技術研究所」を愛知県長久手町に新設した。

当研究所では実物大での実験や動的検証が可能となり、今後、各研究機関とも連携しながら耐震、制震、免震技術な

どさまざまな地震災害に対する技術開発・実用化に、より深く取り組んでいく。 

（２） ＹＡＨＡＧＩ地震工学技術プロジェクト研究所 

 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「ＹＡＨＡＧＩ地震工学技術プロジェクト研究

所」を、昨年９月同大学内に設立した。このプロジェクトは同大学のほか名古屋大学や豊橋技術科学大学で活躍する

研究者も参画する３ヵ年計画のプロジェクトであり、当社の地震工学技術研究所を活用し新たな耐震技術の研究を行

っていく。 

（３） 耐震補強技術 

 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）は、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として、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、愛知工業大学・大同工業大学と共同で取り組んでいる。また新たに、集合住宅向けの耐震補強工法の開発に

も着手した。 

（４） 基礎構造 

 基礎及び杭の負担軽減を図ることを目的として、愛知工業大学や大同工業大学と共同で研究を行ってきた杭頭半剛

接工法の開発が完了し、財団法人日本建築総合試験所にて建築技術性能証明を取得した。今後集合住宅などの物件に

採用し、耐震性能の向上とコスト削減を図って行く。 



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、不動産事業等の賃貸事業に供していた事務所建物を売却した。 

 その設備の内容は、次のとおりである。  

 （提出会社） 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれていない。 

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、以下の重要な設備が完成した。 

 その設備の状況は、次のとおりである。 

 （提出会社） 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれていない。 

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 

帳簿価額 

売却年月 建物・ 
構築物 
（百万円）

土地 
（百万円） 

その他 
（百万円）

合計 
（百万円） 

 ヤハギ東桜ビル 

（名古屋市東区） 
 不動産事業等 

賃貸用 

事務所ビル 
377 1,026 10 1,414  平成18年９月 

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 
投資額 

 （百万円） 
資金調達方法 完成年月 

 地震工学技術研究所 

 （愛知県愛知郡長久手町） 
 建設事業  実験施設及び実験装置 703  社債発行資金  平成18年９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】 

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

     該当事項なし。 

種類 発行可能株式総数（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18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月22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 44,607,457 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 44,607,457 44,607,457 ― ― 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

   （注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社所有株式数のうち、信託業務に    

係る株式数は、それぞれ720千株、631千株である。 

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18年４月１日～  

平成18年９月30日 
－ 44,607,457 － 6,808 － 4,244 

  平成18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 18.57 

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 4.59 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,047 4.59 

有限会社山田商事 名古屋市東区葵３丁目19番７号 2,005 4.49 

矢作建設取引先持株会 名古屋市東区葵３丁目19番７号 1,776 3.98 

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 1,168 2.62 

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 2.34 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 891 2.00 

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 769 1.72 

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 1.71 

計 ― 20,790 46.61 



(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18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 133,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 44,091,000 44,091 ― 

単元未満株式 普通株式 383,457 ― ― 

発行済株式総数 44,607,457 ― ― 

総株主の議決権 ― 44,091 ― 

  平成18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 
133,000 － 133,000 0.30 

計 ― 133,000 － 133,000 0.30 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 675 630 520 522 520 506 

最低（円） 607 506 416 440 443 442 



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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

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17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   10,266   10,228   12,268  

受取手形・完成工
事未収入金等 

 ※３   22,237   20,751   25,262  

未成工事支出金   9,156   8,705   3,413  

商品不動産 ※１  14,715   17,288   14,977  

その他たな卸資産   299   374   410  

繰延税金資産   954   750   706  

その他   1,122   1,412   1,022  

貸倒引当金   △45   △13   △24  

流動資産合計   58,708 71.7  59,498 72.8  58,034 71.1 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産           

建物・構築物 ※１  12,835   12,053   12,925  

土地 ※１  10,499   9,470   10,516  

その他   1,596   1,946   1,604  

建設仮勘定   －   9   197  

減価償却累計額   △8,972   △8,429   △9,150  

有形固定資産合計   15,958   15,050   16,094  

無形固定資産   201   200   200  

投資その他の資産           

投資有価証券   4,314   4,799   4,837  

繰延税金資産   497   217   169  

再評価に係る繰
延税金資産   270   －   271  

その他   2,233   2,194   2,203  

貸倒引当金   △261   △202   △215  

投資その他の資産
合計   7,053   7,009   7,266  

固定資産合計   23,214 28.3  22,260 27.2  23,560 28.9 

資産合計   81,922 100.0  81,759 100.0  81,595 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 

※３  19,836   21,273   20,035  

短期借入金 ※１  21,441   14,179   19,658  

未成工事受入金   5,073   5,784   2,985  

完成工事補償引当
金   135   131   128  

工事損失引当金    37   47   41  

役員賞与引当金    －   27   －  

その他  ※３   2,813   3,675   4,314  

流動負債合計   49,337 60.2  45,119 55.2  47,164 57.8 

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  3,600   5,693   3,735  

退職給付引当金   2,243   2,040   2,170  

役員退職引当金   242   298   299  

長期預り金   4,179   4,037   4,179  

再評価に係る繰延
税金負債   －   64   －  

その他   51   62   55  

固定負債合計   13,286 16.2  14,396 17.6  12,640 15.5 

負債合計   62,624 76.4  59,515 72.8  59,804 73.3 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   60 0.1  －    68 0.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,422 7.8  －    6,808 8.3 

Ⅱ 資本剰余金   6,859 8.4  －    7,244 8.9 

Ⅲ 利益剰余金   12,082 14.8  －    13,320 16.3 

Ⅳ 土地再評価差額金   △6,946 △8.5  －    △6,948 △8.5 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   863 1.1  －    1,352 1.7 

Ⅵ 自己株式   △42 △0.1  －    △53 △0.1 

資本合計   19,238 23.5  －    21,722 26.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   81,922 100.0  －    81,595 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

資本金   －  6,808 8.3  － 

資本剰余金   －  7,244 8.9  － 

利益剰余金   －  13,397 16.4  － 

自己株式   －  △57 △0.1  － 

 株主資本合計   －  27,392 33.5  － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金   －  1,174 1.4  － 

土地再評価差額金   －  △6,393 △7.8  － 

 評価・換算差額等 
 合計   －  △5,218 △6.4  － 

Ⅲ 少数株主持分   －    69 0.1  －   

純資産合計   －  22,243 27.2  － 

負債純資産合計   －  81,759 100.0  － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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   35,565   32,382   74,697  

兼業事業売上高   4,873   3,902   16,050  

売上高計   40,439 100.0  36,285 100.0  90,747 100.0 

Ⅱ 売上原価           

完成工事原価   31,717   28,451   66,926  

兼業事業売上原価   4,118   3,292   12,406  

売上原価計   35,836 88.6  31,744 87.5  79,333 87.4 

売上総利益           

完成工事総利益   3,848   3,930   7,770  

兼業事業総利益   755   610   3,643  

売上総利益計   4,603 11.4  4,541 12.5  11,414 12.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,488 8.6  3,566 9.8  7,379 8.1 

営業利益   1,114 2.8  974 2.7  4,034 4.5 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息   0   1   0  

受取配当金   36   23   46  

匿名組合利益   101   342   263  

その他   28   45   66  

営業外収益計   166 0.4  412 1.1  377 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息   200   179   399  

その他   8   8   52  

営業外費用計   209 0.6  187 0.5  451 0.5 

経常利益   1,071 2.6  1,199 3.3  3,961 4.4 

 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18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
（％）

Ⅵ 特別利益           

   固定資産売却益 ※２  0   461   1  

   その他   －   68   33  

特別利益計   0 0.0  529 1.5  34 0.0 

Ⅶ 特別損失           

固定資産売却損 ※３  2   19   6  

ゴルフ会員権評価損    6   0   －  

貸倒引当金繰入額    5   －   －  

自由選択定年加算金    －   13   30  

じん肺訴訟和解金    11   0   －  

投資有価証券評価損   －   10   －  

その他   21   12   237  

特別損失計   46 0.1  57 0.2  276 0.3 

税金等調整前中間（当期）純利益   1,024 2.5  1,671 4.6  3,719 4.1 

法人税、住民税及び事業税  736   383   1,725   

法人税等調整額  △204 531 1.3 370 753 2.1 41 1,766 2.0 

少数株主利益又は少数株主損失
（△）   △6 △0.0  0 0.0  1 0.0 

中間（当期）純利益   498 1.2  917 2.5  1,950 2.2 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

新株予約権の行使による増
加高 

 364  749  

     364   749 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）
残高 

  6,859  7,244 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   11,852  11,852 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  498  1,950  

土地再評価差額金取崩額  － 498 1 1,952 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

株主配当金  217  432  

役員賞与  51 269 51 484 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  12,082  13,320 

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
6,808 7,244 13,320 △53 27,319 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 （注）     △222   △222 

役員賞与 （注）     △62   △62 

中間純利益     917   917 

自己株式の取得       △4 △4 

自己株式の処分   0   0 0 

土地再評価差額金の取崩     △555   △555 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ 0 77 △4 73 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
6,808 7,244 13,397 △57 27,392 

 

評価・換算差額等 

   少数株主持分     純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

土地再評価差額金 
評価・換算差額等 
合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,352 △6,948 △5,596 68 21,791 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 （注）         △222 

役員賞与 （注）         △62 

中間純利益         917 

自己株式の取得         △4 

自己株式の処分         0 

土地再評価差額金の取崩         △555 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△177 555 377 0 378 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△177 555 377 0 451 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,174 △6,393 △5,218 69 22,243 



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17年４月１日 

至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自平成18年４月１日 

至平成18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17年４月１日 

至平成18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  1,024 1,671 3,719 

減価償却費  214 202 431 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  2 △13 △58 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △118 △156 △158 

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  ― 27 ― 

貸倒損失  ― ― 45 

受取利息及び受取配当金  △138 △25 △47 

匿名組合利益  ― △342 △263 

支払利息  200 179 399 

持分法による投資損失  ― ― 21 

有形固定資産売却益  △0 △461 △1 

有形固定資産売却損  2 19 6 

有形固定資産除却損  2 4 4 

投資有価証券評価損  2 10 2 

販売用土地評価損  1 4 142 

ゴルフ会員権評価損  6 0 ― 

売上債権の増減額（増加：△）  8,323 4,493 5,254 

たな卸資産の増減額（増加：△）  128 △7,571 5,357 

その他流動資産の増減額（増加：△）  183 75 241 

仕入債務の増減額（減少：△）  △4,925 1,238 △4,726 

未成工事受入金の増減額（減少：△）  △450 2,798 △2,537 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △1,150 △535 △680 

その他流動負債の増減額（減少：△）  202 328 597 

その他固定負債の増減額（減少：△）  △1 △141 △0 

未払事業税の増減額（減少：△）  △44 △48 1 

役員賞与の支払額  △51 △62 △51 

小計  3,417 1,697 7,698 

利息及び配当金の受取額  102 25 47 

匿名組合の分配金受取額  ― 134 81 

利息の支払額  △195 △176 △393 

法人税等の支払額  △608 △1,442 △905 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,715 238 6,528 

 



  

前中間連結会計期間 

（自平成17年４月１日 

至平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自平成18年４月１日 

至平成18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17年４月１日 

至平成18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） 

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 △1 △2 

有形固定資産の取得による支出  △77 △179 △367 

有形固定資産の売却による収入  0 1,908 13 

投資有価証券の取得による支出  △12 △288 △195 

投資有価証券の売却による収入  0 6 1 

投資有価証券の償還による収入  － － 500 

投資その他の資産の取得による支出  △0 △2 △0 

投資その他の資産の売却による収入  2 － 9 

貸付けによる支出  － － △3 

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  △2 △14 △27 

差入保証金の返還による収入  43 38 86 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △48 1,467 15 

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  1,580 2,310 5,780 

短期借入金の返済による支出  △6,715 △8,005 △12,125 

長期借入れによる収入  1,465 5,290 3,670 

長期借入金の返済による支出  △1,671 △3,116 △4,314 

社債発行による収入   1,500 － 1,500 

自己株式の取得・売却による純増減額 

（増加：△） 
 △7 △3 △18 

配当金の支払額  △217 △222 △432 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,066 △3,747 △5,940 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,399 △2,041 602 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  11,386 11,989 11,386 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高   9,986 9,947 11,989 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

関連会社（１社）に対する投資につ

いて、持分法を適用している 

関連会社（１社）に対する投資に

ついて、持分法を適用している。 

 持分法非適用の関連会社名 

小原興業㈱ 

上記関連会社は、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。 

 持分法適用の関連会社名 

  小原興業㈱ 

持分法適用の関連会社名 

小原興業㈱ 

上記関連会社は、従来は連結純損

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

から除外していたが、当連結会計

年度より重要性が増したため、持

分法を適用している。 

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。 

 



 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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

部純資産直入法により処理

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 

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 

 



 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

同左 

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。 

 



 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ──── 

  

役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見

込額の当中間連結会計期間負担

額を計上している。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11

月29日）を適用している。これ

により営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、そ

れぞれ27百万円減少している。 

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。 

 ──── 

  

 



 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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 

(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 

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 

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 

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。 

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14,333百

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19,229百

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

──── 

  

（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、当連結会計年度

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、当連結会計年度より変更を行

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2,413百万

円、完成工事原価が2,200百万円、完成工事

総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ213百万円多く計上

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。 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してい

る。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

22,174百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成している。 

──── 



表示方法の変更  

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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。  

 ──── 

 ──── （中間連結損益計算書） 

 「自由選択定年加算金」は、前中間連結会計期間末は、特別損失の

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

特別損失の総額の100分の10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「自由選択定年加算金」の金額は６百万円であ

る。  

 「投資有価証券評価損」は、前中間連結会計期間末は、特別損失の

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

特別損失の総額の100分の10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「投資有価証券評価損」の金額は２百万円であ

る。  

 ──── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「匿名組合の分配金受取額」は、前中間連結会計期間は、「利息及

び配当金の受取額」に含めて表示してしていたが、当中間連結会計期

間より区分掲記した。なお、前中間連結会計期間の「利息及び配当金

の受取額」に含まれている「匿名組合の分配金受取額」は20百万円で

ある。  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※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6,677百万

円、長期借入金3,300百万円の担保に

供している。 

※１ 下記の資産は短期借入金5,635百万

円、長期借入金3,493百万円の担保に

供している。 

 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 6,100

建物・構築物 1,529

土地 3,863

合計 11,493

 百万円

商品不動産 4,961

建物・構築物 1,916

土地 4,890

合計 11,767

 



前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 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。 

 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

三菱ＵＦＪ住宅ローン保

証株式会社 
198

 百万円

三菱ＵＦＪ住宅ローン保

証株式会社 
219

   同社は、株式会社ＵＦＪ銀行と株

式会社東京三菱銀行が平成18年１月

１日付で合併したことに伴い、新た

に株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループに属することになった

従来のＵＦＪ信用保証株式会社が、

同日付で商号変更を行ったものであ

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、

1,761百万円である）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販売した賃貸マンションの購入者た

る法人が収受すべき賃貸料の平成18

年４月１日から同年９月末日迄の期

間に相当する額について、同法人に

対して保証を行っている。 

           195百万円 

        ───── ※３ 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理している。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が中間連結会

計期間末日残高に含まれている。 

  

 百万円

受取手形 41

支払手形 1,953

その他流動負債 

（設備支払手形） 
22

        ───── 



（中間連結損益計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 1,532

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 1,597

退職給付費用 138

役員退職引当金繰入額 45

役員賞与引当金繰入額 27

販売費 200

 百万円

従業員給料手当 3,091

退職給付費用 286

役員退職引当金繰入額 117

販売費 769

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

である。 

※２ 固定資産売却益461百万円は、建物・

構築物、土地及びその他を含む賃貸用

不動産１棟を売却したことによるもの

である。 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

である。 

 百万円

その他 0

合計 0

  百万円

その他 1

合計 1

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

である。 

 百万円

その他（会員権） 2

合計 2

 百万円

建物・構築物 1

土地 16

その他 0

合計 19

 百万円

建物・構築物 3

土地 0

その他 2

合計 6

 ４ 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。 

 ４       同左         ───── 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

      ２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求の売渡しによる減少である。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

        該当事項なし。 

  

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 44,607 － － 44,607 

合計 44,607 － － 44,607 

自己株式     

普通株式 （注）１．２ 126 8 0 133 

合計 126 8 0 133 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 222 5 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月16日 

取締役会 
普通株式 222 利益剰余金 5 平成18年９月30日 平成18年12月７日



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

  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 10,228

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
△280

現金及び現金同等物 9,947

  百万円

現金預金勘定 12,268

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金 
△278

現金及び現金同等物 11,989

２．重要な非資金取引内容 

 ・転換社債型新株予約権付社債の転換 

２．重要な非資金取引内容 

───── 

 ２．重要な非資金取引内容 

 ・転換社債型新株予約権付社債の転換 

  百万円

新株予約権付社債の転換

による資本金増加額 

364

新株予約権付社債の転換

による資本準備金増加額 

364

転換による新株予約権付

社債減少額 

730

   百万円

新株予約権付社債の転換

による資本金増加額 

750

新株予約権付社債の転換

による資本準備金増加額 

749

転換による新株予約権付

社債減少額 

1,500



（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 670 479 190 

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)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 670 562 107 

車輌運搬具 99 43 56 

工具器具備品 321 180 141 

ソフトウェア 165 56 109 

合計 1,257 842 414 

 

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 670 521 149 

車輌運搬具 110 41 69 

工具器具備品 322 186 135 

ソフトウェア 140 42 97 

合計 1,243 791 452 

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 197

１年超 306

合計 504

  百万円

１年内 199

１年超 214

合計 414

  百万円

１年内 193

１年超 259

合計 452

 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 114

減価償却費相当額 114

  百万円

支払リース料 103

減価償却費相当額 103

  百万円

支払リース料 220

減価償却費相当額 220

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 

当中間連結会計期間末（平成18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 

 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） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,208 3,202 1,993 

その他 150 131 △18 

合計 1,358 3,334 1,975 

 （単位：百万円）

非上場株式 722 

匿名組合出資金 592 

非上場優先出資金 150 



前連結会計年度末（平成18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） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 1,208 3,483 2,274 

合計 1,208 3,483 2,274 

 （単位：百万円）

非上場株式 743 

匿名組合出資金 610 



（デリバティブ取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18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 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 

 
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 32,382 3,902 36,285 － 36,285 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,330 899 2,229 (2,229) － 

計 33,713 4,802 38,515 (2,229) 36,285 

営業費用 32,723 4,697 37,421 (2,110) 35,311 

営業利益 989 104 1,094 (119) 974 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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 

（前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。 

（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４．(３)」に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は27百万円増加し、営業利益

が同額減少している。 

（前連結会計年度について） 

 「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、当連結会計年度

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2,413百万円、営業利益が213

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 74,697 16,050 90,747 ― 90,747 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
7,354 1,553 8,908 (8,908) ― 

計 82,051 17,603 99,655 (8,908) 90,747 

営業費用 78,901 16,560 95,461 (8,748) 86,712 

営業利益 3,150 1,043 4,194 (159) 4,034 



（１株当たり情報） 

 （注）１.１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。 

     ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額

（円） 
447.24 

１株当たり純資産額

（円） 
498.59 

１株当たり純資産額

（円） 
486.97 

１株当たり中間純利益

（円） 
11.96 

１株当たり中間純利益

（円） 
20.62 

１株当たり当期純利益

（円） 
43.88 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益（円） 
11.60 

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

たり当期純利益（円） 
43.11 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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） 498 917 1,950 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 62 

（内利益処分による役員賞与金） （－） （－） (62) 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
498 917 1,888 

 期中平均株式数（千株） 41,712 44,476 43,039 

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 － 767 

 （内転換社債型新株予約権付社債）  (1,280) （－） (767) 

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 

──── ──── ──── 

 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日) 

 純資産の部の合計額（百万円） － 22,243 － 

 純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ 69 － 

（うち少数株主持分） （－） (69) （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 22,174 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）  

－ 44,473 － 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

────── ────── 



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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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  6,204   6,420   7,171   

受取手形 ※５ 2,910   2,891   2,506   

完成工事未収入
金  22,514   20,736   23,915   

未成工事支出金  6,763   5,993   2,465   

材料貯蔵品  216   280   326   

製品  3   1   1   

商品不動産 ※２ 7,916   8,291   8,429   

短期貸付金  145   45   145   

繰延税金資産  627   488   571   

その他 ※３ 1,055   1,389   1,057   

貸倒引当金  △53   △18   △23   

流動資産合計   48,305 71.6  46,522 71.8  46,566 70.5 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 3,044   2,665   2,950   

土地 ※２ 7,101   6,033   7,097   

その他  226   774   416   

有形固定資産合
計   10,372   9,473   10,464  

無形固定資産   61   49   55  

投資その他の資
産           

投資有価証券  6,475   6,897   6,985   

その他  2,480   1,993   2,114   

貸倒引当金  △217   △162   △173   

投資その他の資
産合計   8,737   8,728   8,926  

固定資産合計   19,171 28.4  18,251 28.2  19,446 29.5 

資産合計   67,476 100.0  64,773 100.0  66,013 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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 ※５ 9,487   11,569   10,522   

工事未払金  9,395   8,877   8,315   

短期借入金 ※２ 16,712   8,920   15,209   

未払法人税等  670   288   1,148   

未成工事受入金  4,714   5,205   2,657   

完成工事補償引
当金  137   132   138   

工事損失引当金  37   47   41   

役員賞与引当金  －   25   －   

その他 ※３,５  1,829   3,088   2,514   

流動負債合計   42,985 63.7  38,153 58.9  40,547 61.4 

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 ※２ 770   1,340   667   

退職給付引当金  2,197   1,992   2,121   

役員退職引当金  172   200   208   

再評価に係る繰
延税金負債  －   64   －   

その他  148   106   191   

固定負債合計   6,258 9.3  5,903 9.1  5,389 8.2 

負債合計   49,243 73.0  44,057 68.0  45,936 69.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,422 9.5  － －  6,808 10.3 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,859   －   4,244   

その他資本剰余
金  3,000   －   3,000   

資本剰余金合計   6,859 10.2  － －  7,244 11.0 

Ⅲ 利益剰余金           

任意積立金  4,353   －   4,353   

中間（当期）未
処分利益  6,723   －   7,320   

利益剰余金合計   11,077 16.4  － －  11,674 17.7 

Ⅳ 土地再評価差額金   △6,946 △10.3  － －  △6,948 △10.5 

Ⅴ その他有価証券評
価差額金   863 1.3  － －  1,352 2.0 

Ⅵ 自己株式   △42 △0.1  － －  △53 △0.1 

資本合計   18,232 27.0  － －  20,077 30.4 

負債資本合計   67,476 100.0  － －  66,013 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

資本金   － －  6,808 10.5  － －

資本剰余金           

資本準備金  －   4,244   －   

その他資本剰
余金  －   3,000   －   

資本剰余金合
計   － －  7,244 11.2  － －

利益剰余金           

その他利益剰
余金           

固定資産圧縮
積立金  －   50   －   

別途積立金  －   4,300   －   

繰越利益剰余
金  －   7,589   －   

利益剰余金合
計   － －  11,939 18.4  － －

自己株式   － －  △57 △0.1  － －

株主資本合計   － －  25,934 40.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金   － －  1,174 1.8  － －

土地再評価差額
金   － －  △6,393 △9.9  － －

評価・換算差額
等合計    － －  △5,218 △8.1  － －

純資産合計   － －  20,716 32.0  － －

負債純資産合計   － －  64,773 100.0  － －

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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  35,250   31,476   75,424   

兼業事業売上高  324   327   663   

売上高合計   35,574 100.0  31,803 100.0  76,088 100.0 

Ⅱ 売上原価           

完成工事原価  31,443   27,968   67,617   

兼業事業売上原価  295   364   589   

売上原価合計   31,738 89.2  28,332 89.1  68,207 89.6 

売上総利益           

完成工事総利益  3,806   3,507   7,807   

兼業事業総利益  29   △36   73   

売上総利益合計   3,836 10.8  3,471 10.9  7,881 10.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   2,478 7.0  2,516 7.9  5,030 6.6 

営業利益   1,358 3.8  954 3.0  2,850 3.8 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息配当金  128   195   148   

匿名組合利益  101   342   263   

その他  18   27   52   

営業外収益合計   247 0.7  564 1.8  465 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  141   108   266   

その他  8   8   29   

営業外費用合計   150 0.4  116 0.4  296 0.4 

経常利益   1,455 4.1  1,402 4.4  3,020 4.0 

Ⅵ 特別利益 ※２  － －  513 1.6  42 0.0 

Ⅶ 特別損失    46 0.1  53 0.2  144 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   1,409 4.0  1,862 5.8  2,917 3.8 

法人税、住民税及
び事業税  649   282   

1,297 
    

法人税等調整額  △28 620 1.8 484 766 2.4 
20 
  

1,317 1.7 

中間（当期）純利
益   788 2.2  1,095 3.4  1,599 2.1 

前期繰越利益   5,934   －   5,934  

土地再評価差額金
取崩額   －   －   1  

中間配当額   －   －   215  

中間（当期）未処
分利益   6,723   －   7,320  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

固定資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
6,808 4,244 3,000 7,244 53 4,300 7,320 11,674 △53 25,673 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）             △222 △222   △222 

役員賞与（注）             △53 △53   △53 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
        △2   2 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩         △1   1 －   － 

中間純利益             1,095 1,095   1,095 

自己株式の取得                 △4 △4 

自己株式の処分     0 0         0 0 

土地再評価差額金の取崩             △555 △555   △555 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                    

中間会計期間中の変動額合計  

（百万円） 
－ － 0 0 △3 － 268 265 △4 261 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
6,808 4,244 3,000 7,244 50 4,300 7,589 11,939 △57 25,934 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,352 △6,948 △5,596 20,077 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）       △222 

役員賞与（注）       △53 

固定資産圧縮積立金の取崩

（注） 
      － 

固定資産圧縮積立金の取崩       － 

中間純利益       1,095 

自己株式の取得       △4 

自己株式の処分       0 

土地再評価差額金の取崩       △555 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△177 555 377 377 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△177 555 377 638 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,174 △6,393 △5,218 20,716 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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

差額は全部純資産直入

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 

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 

 



 項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

同左 

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。 

 ──── 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上

している。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用している。これによ

り営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益は、それぞれ25百

万円減少している。 

──── 

 



 項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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 

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 

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。 

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15,221百

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19,872百

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。   

──── （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、当事業年度より長期請負工事（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、当事業年度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

3,104百万円、完成工事原価が2,843百

万円、完成工事総利益、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ260百万円多く計上されている。 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用している。

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、20,716百万円である。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※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、

5,284百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

6,028百万円である。 

※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2,451百万

円、長期借入金793百万円の担保に供

している。 

※２ 下記の資産は短期借入金3,981百万

円、長期借入金480百万円の担保に供

している。 

 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 153

建物 595

土地 2,584

合計 3,333

 百万円

商品不動産 155

建物 977

土地 3,611

合計 4,744

※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 仮払消費税等及び仮受消費税等は,そ

れぞれ流動資産及び流動負債の「その

他」に含めて表示している。 

        ───── 

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、1,761百万円である）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。 

        ───── ※５ 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済

処理している。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期間末日

残高に含まれている。 

 百万円

受取手形 33

支払手形 1,860

その他流動負債 

（設備支払手形） 
22

        ───── 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求の売渡しによる減少である。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 47,465

当中間会計期間 35,574

計 83,040

 百万円

前事業年度下半期 40,513

当中間会計期間 31,803

計 72,316

 

        ───── ※２ 特別利益のうち固定資産売却益461百

万円は、建物、土地及びその他を含む

賃貸用不動産１棟を売却したことによ

るものである。 

        ───── 

   

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

 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 101

無形固定資産 7

 百万円

有形固定資産 224

無形固定資産 13

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 （注）１．２ 126 8 0 133 

合計 126 8 0 133 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 41 21 20 

工具器具備品 282 153 128 

ソフトウェア 146 52 94 

合計 470 227 243 

 

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 41 21 20 

工具器具備品 280 159 121 

ソフトウェア 124 39 85 

合計 447 220 227 

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 149

合計 242

  百万円

１年内 94

１年超 148

合計 243

  百万円

１年内 86

１年超 141

合計 227

 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 54

減価償却費相当額 54

  百万円

支払リース料 51

減価償却費相当額 51

  百万円

支払リース料 104

減価償却費相当額 104

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）１．１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。 

     ２．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額

（円） 
423.87 

１株当たり純資産額

（円） 
465.81 

１株当たり純資産額

（円） 
450.18 

１株当たり中間純利益

（円） 
18.89 

１株当たり中間純利益

（円） 
24.64 

１株当たり当期純利益

（円） 
35.93 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益（円） 
18.33 

潜在株式調整後１株当り中間純利益

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

たり当期純利益（円） 
35.30 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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）  788 1,095 1,599 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 53 

 （内利益処分による役員賞与金） (－) (－) (53) 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 （百万円） 
788 1,095 1,546 

 期中平均株式数（千株） 41,712 44,476 43,039 

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 － 767 

 （内転換社債型新株予約権付社債） (1,280) （－） (767) 

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 

──── ──── ──── 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 純資産の部の合計額（百万円） － 20,716 － 

 純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 20,716 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）  

－ 44,473 － 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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．中間

連結財務諸表等 （１）中間連結財

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18年11月16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……………………222,367,780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18年12月７日 

（注）平成18年９月30日現在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65期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日提出 



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１８年１２月１９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１８年４月１日から平成１９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１８年

４月１日から平成１８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、中間連結株主資本等変動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１８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１８年４月１日から平成１８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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１８年１２月１９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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６６期事業年度の中間会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８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、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動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１８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１８年

４月１日から平成１８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。 


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(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
	３役員の状況

	第５経理の状況
	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
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/64
	pageform2: 2/64
	form1: EDINET提出書類  2006/12/22 提出
	form2: 矢作建設工業株式会社(151123)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/64
	pageform4: 4/64
	pageform5: 5/64
	pageform6: 6/64
	pageform7: 7/64
	pageform8: 8/64
	pageform9: 9/64
	pageform10: 10/64
	pageform11: 11/64
	pageform12: 12/64
	pageform13: 13/64
	pageform14: 14/64
	pageform15: 15/64
	pageform16: 16/64
	pageform17: 17/64
	pageform18: 18/64
	pageform19: 19/64
	pageform20: 20/64
	pageform21: 21/64
	pageform22: 22/64
	pageform23: 23/64
	pageform24: 24/64
	pageform25: 25/64
	pageform26: 26/64
	pageform27: 27/64
	pageform28: 28/64
	pageform29: 29/64
	pageform30: 30/64
	pageform31: 31/64
	pageform32: 32/64
	pageform33: 33/64
	pageform34: 34/64
	pageform35: 35/64
	pageform36: 36/64
	pageform37: 37/64
	pageform38: 38/64
	pageform39: 39/64
	pageform40: 40/64
	pageform41: 41/64
	pageform42: 42/64
	pageform43: 43/64
	pageform44: 44/64
	pageform45: 45/64
	pageform46: 46/64
	pageform47: 47/64
	pageform48: 48/64
	pageform49: 49/64
	pageform50: 50/64
	pageform51: 51/64
	pageform52: 52/64
	pageform53: 53/64
	pageform54: 54/64
	pageform55: 55/64
	pageform56: 56/64
	pageform57: 57/64
	pageform58: 58/64
	pageform59: 59/64
	pageform60: 60/64
	pageform61: 61/64
	pageform62: 62/64
	pageform63: 63/64
	pageform64: 64/64


