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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第43期中においては、平成18年４月１日付けで株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第43期から「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）を適用しております。 

５ 第44期中より、臨時従業員の総数が従業員の100分の10を超えたため、平均臨時雇用者数を[ ]内に外数と

して記載しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 13,062 17,639 45,059 55,915 76,006

経常利益 (百万円) 274 232 1,068 4,026 4,505

中間(当期)純利益 (百万円) 171 140 646 1,992 2,344

純資産額 (百万円) 21,285 22,850 26,739 22,985 26,251

総資産額 (百万円) 58,756 78,387 104,267 66,926 96,784

１株当たり純資産額 (円) 694.79 372.97 412.25 748.73 406.13

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 5.61 2.30 10.55 63.47 38.26

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 36.2 29.2 24.2 34.3 25.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △11,167 △18,899 △26,391 △2,517 △5,715

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △87 △2,028 1,965 △257 △2,139

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,403 14,234 16,274 4,299 10,932

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 14,404 13,086 14,847 19,779 22,879

従業員数 
  [ほか、平均臨時雇用者数]

(名)
342

[ ― ]
404

[ ― ]
533
[57]

337
[ ― ]

497
 [ ― ]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「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」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 第43期中においては、平成18年４月１日付けで株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

４ 臨時従業員数については、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため記載を省略しておりま

す。 

  

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 12,843 17,449 41,871 55,494 70,953

経常利益 (百万円) 198 181 875 3,901 4,266

中間(当期)純利益 (百万円) 127 110 515 1,916 2,135

資本金 (百万円) 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665

発行済株式総数 (株) 30,680,360 61,360,720 61,360,720 30,680,360 61,360,720

純資産額 (百万円) 21,357 22,860 24,872 23,025 24,695

総資産額 (百万円) 56,664 76,421 94,280 64,841 87,643

１株当たり配当額 (円) 6.00 3.00 3.00 12.00 7.00

自己資本比率 (％) 37.7 29.9 26.4 35.5 28.2

従業員数 (名) 327 386 416 322 386



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

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

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ありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数の[ ]書は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

３ 臨時従業員には、契約社員、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 臨時従業員数については、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため記載を省略しておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合はありませんが、労使関係は良好であり、特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

建設事業 419 [40]

開発事業等 77 [ 9]

全社(共通) 37 [ 8]

合計 533 [57]

従業員数(名) 416



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我が国経済は、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢

の改善が進み、景気は引き続き回復基調で推移しました。  

当社グループをとりまく事業環境におきましては、激しい受注競争に加え、建築基準法の改正に伴う

建築確認審査の厳格化、及び原油価格・原材料価格の高止まりに伴う製造コストの増加等、建設業全体

の受注環境は厳しい状況が続いておりますが、一方、不動産開発事業におきましては景気回復の流れを

受けて、不動産需要の回復が続き、分譲マンションの需要も首都圏を中心に底堅く、販売環境は堅調に

推移しました。 

このような環境の下、当社グループは、建設業におきましては、デベロッパーからの分譲マンション

工事の受注拡大を積極的に推進し、不動産開発事業におきましては、首都圏を中心として、自社分譲マ

ンションの開発、大手デベロッパーとの共同事業に積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の受注高は、前年同期比1.3％増の526億88百万円、売上高は、前年同

期比155.4％増の450億59百万円、経常利益は、前年同期比359.5％増の10億68百万円、中間純利益は

359.4％増の6億46百万円となりました。 

事業のセグメント別でみますと、建設事業につきましては、売上高は、前年同期比115.2％増の241億

41百万円、営業利益は、前年同期比9.6％減の1億20百万円となりました。開発事業等につきましては、

売上高は、前年同期比225.8％増の209億17百万円、営業利益は、前年同期比194.0％増の13億44百万円

となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、148億47百万円となり、前連結会計年度末に

比べ80億32百万円減少しました。 

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ります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス263億91百万円となり、対前年同期比74億92百万円

減少しました。この主な要因は、開発事業におけるマンション用地の取得を積極的に推進したことによ

る、たな卸資産の増加によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、プラス19億65百万円となり、対前年同期比39億93百万円増加

しました。この主な要因は、３ヶ月超定期預金満期による収入によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、プラス162億74百万円となり、対前年同期比20億40百万円増

加しました。この主な要因は、借入金の純収支における収入超過によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 売上実績 

 
(注) １ 当連結企業集団では、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

建設事業 (百万円) 36,540 24,350(33.4％減)

開発事業等 (百万円) 15,469 28,337(83.2％増)

合計 (百万円) 52,010 52,688( 1.3％増)

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

建設事業 (百万円) 11,219 24,141(115.2％増)

開発事業等 (百万円) 6,420 20,917(225.8％増)

合計 (百万円) 17,639 45,059(155.4％増)



なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。 

建設業における受注高及び施工高の状況 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

  

 
(注) １ 前期以前に契約した工事で契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注高にその増減額

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

２ 期末繰越高の施工高は、未成工事支出金により、手持高の施工高を推定したものであります。 

３ 建設事業における期中施工高は(期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致しております。 

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

期別 区分
期首繰越高 
(百万円)

期中受注高
(百万円)

計
(百万円)

期中売上高
(百万円)

期末繰越高
期中施工高
(百万円)手持高

(百万円)
うち施工高 

(％、百万円)

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

建設事業

建築工事 35,205 36,475 71,680 11,105 60,575 15.9 9,624 17,134

土木工事 46 3 49 46 3 ― ― 45

計 35,251 36,478 71,729 11,151 60,578 15.9 9,624 17,180

開発事業等 6,949 15,347 22,296 6,297 15,999 ― ― ―

合計 42,201 51,825 94,026 17,449 76,577 ― 9,624 17,180

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日

建設事業

建築工事 32,701 19,410 52,112 21,104 31,008 14.1 4,375 17,958

土木工事 ― ― ― ― ― ― ― ―

計 32,701 19,410 52,112 21,104 31,008 14.1 4,375 17,958

開発事業等 24,120 28,187 52,307 20,767 31,540 ― ― ―

合計 56,821 47,598 104,419 41,871 62,548 ― 4,375 17,958

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

建設事業

建築工事 35,205 34,273 69,478 36,777 32,701 23.0 7,521 40,704

土木工事 46 3 49 49 ― ― ― 48

計 35,251 34,276 69,528 36,827 32,701 23.0 7,521 40,753

開発事業等 6,949 51,296 58,246 34,126 24,120 ― ― ―

合計 42,201 85,573 127,774 70,953 56,821 ― 7,521 40,753



受注工事高及び完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して工事の完成が下半期に集中し、最近３年間についてみても次のように上

半期は年間の26.5～30.3％と季節的に変動するのが常であります。 

(参考) 

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 売上高 

  

 
(注) １ 前中間会計期間完成工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
２ 当中間会計期間完成工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
３ 売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりであります。 

  前中間会計期間 

 
  当中間会計期間 

 
４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分

受注工事高(百万円) 完成工事高(百万円) 開発事業等売上高(百万円)

1年通期 
(A)

上半期 
(B)

(B)/(A) 
％

１年通期
(C)

上半期
(D)

(D)/(C)
％

１年通期 上半期

第41期 28,954 15,078 52.1 26,209 6,945 26.5 23,972 10,486

第42期 30,958 19,620 63.4 26,499 8,927 33.7 28,994 3,915

第43期 34,276 36,478 106.4 36,827 11,151 30.3 34,126 6,297

第44期 ― 19,410 ― ― 21,104 ― ― 20,767

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

建設事業

建築工事 464 10,641 11,105

土木工事 46 ― 46

計 510 10,641 11,151

開発事業等 ― 6,297 6,297

合計 510 16,938 17,449

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

建設事業

建築工事 568 20,535 21,104

土木工事 ― ― ―

計 568 20,535 21,104

開発事業等 ― 20,767 20,767

合計 568 41,302 41,871

    (発注者)     (工事名称)

大和ハウス工業㈱ (仮称)ロイヤルパークス南千住192新築工事

㈱ジョイント・コーポレーション (仮称)ジェイパーク蘇我新築工事

三井不動産㈱
(仮称)船橋市前原西３丁目計画新築工事(パークホームズ前原
西)

三井不動産㈱ (仮称)南八幡３丁目共同住宅新築工事(パークホームズ本八幡)

三井不動産㈱ (仮称)目黒本町２丁目計画(パークホームズ目黒本町)

    (発注者)     (工事名称)

三井不動産㈱、㈱陽栄ハウジング (仮称)台東区柳橋２丁目計画(パークホームズ浅草橋)

㈱ネオテック 千葉製粉株式会社本社開発センター建設工事

イワブチ㈱ イワブチ株式会社流通センター新倉庫新築工事

大和ハウス工業㈱ Ｄ'レスティアたまプラーザフォースレジデンス新築工事

三菱地所㈱ (仮称)市川市福栄１丁目マンション計画新築工事

三井不動産㈱ 2,391百万円 13.7％

(合)ドナルド 
・ファクトリー

7,172百万円 17.1％



③ 手持高(平成19年９月30日現在) 

  

 
(注) １ 手持工事のうち、請負金額14億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

④ 開発事業等販売実績 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

建設事業

建築工事 499 30,509 31,008

土木工事 ― ― ―

計 499 30,509 31,008

開発事業等 ― 31,540 31,540

合計 499 62,049 62,548

        (発注者)          (工事名称) (完成予定)

㈱プロパスト (仮称)流山Ｄ100街区計画新築工事 平成20年10月

阪急不動産㈱ (仮称)おおたかの森計画新築工事 平成20年２月

㈱新日鉄都市開発、住友不動産㈱ (仮称)中葛西５丁目計画新築工事 平成21年２月

明和地所㈱ (仮称)クリオ板橋本町計画新築工事 平成20年３月

㈱ジョイント・ランド (仮称)イクシア蘇我駅前新築工事 平成20年２月

期別
不動産販売

賃貸・仲介手数料他(百万円) 合計(百万円)
数量(件) 金額(百万円)

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

142 6,095 201 6,297

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

389 20,553 213 20,767

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

740 33,703 422 34,126



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

な課題はありません。 

  

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行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  

  



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ありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記事項はありません。 

  

  



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】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 61,360,720 61,360,720
東京証券取引所
市場第一部

―

計 61,360,720 61,360,720 ― ―

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19年９月30日 ― 61,360,720 ― 3,665 ― 3,421



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
（注）Prospect Asset Management，Inc．から、平成19年８月３日付で提出された大量保有報告書の変更報告書によ

り平成19年７月30日現在で以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間

期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 
  

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(％)

株式会社シンニホンコム 千葉県千葉市中央区春日１－７－４ 16,660 27.15

金 綱 一 男 千葉県千葉市中央区 8,540 13.91

株式会社ユニオン・サイト 千葉県千葉市中央区春日１－７－４ 6,761 11.01

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインク 
(常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券株式会社)

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 10036,
U.S.A. 
(東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 恵比寿ガ
ーデンプレイスタワー)

3,308 5.39

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２ 2,877 4.68

ノーザントラストカンパニーエ
イブイエフシーリノーザントラ
ストガンジーノントリーティー
クライアンツ 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK
(東京都中央区日本橋３－１１－１)

2,601 4.23

クレディエットバンクエスエイ
ルクセンブルジョワーズシリウ
スファンドジャパンオパチュニ
ティズサブファンド 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室)

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋兜町６－７)

1,433 2.33

株式会社京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見１－11－11 1,182 1.92

バンクオブニューヨークジーシ
ーエムクライアントアカウント
ジェイピーアールディアイエス
ジーエフイーエイシー 
(常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM 
(東京都千代田区丸の内２－７－１ 決済事
業部)

1,107 1.80

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー506155 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室)

49 AVENUE JF KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋兜町６－７)

1,030 1.67

計 ― 45,502 74.2

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(％)

Prospect Asset Management，
Inc．

6700 Kalanianaole Hwy, Suite 122,
Honolulu HI 96825 U.S.A

7,407 12.07



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株(議決権58個)含まれており

ます。 

２ 「単元未満株式」の欄には、自己株式が36株含まれております。 

  

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)
(自己保有株式) 
普通株式

93,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

61,239,300
612,393 ―

単元未満株式
普通株式

27,720
― ―

発行済株式総数 61,360,720 ― ―

総株主の議決権 ― 612,393 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) このほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あり

ます。 

当該株式は「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

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

ん。 

  

  

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(％)

(自己保有株式) 
新日本建設株式会社

千葉県千葉市美浜区ひび野
一丁目４番３

93,700 ― 93,700 0.2

計 ― 93,700 ― 93,700 0.2

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 652 648 622 606 590 534

低(円) 580 562 563 540 500 424



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)に準じて記載しております。 

 なお、前中間連結会計期間（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19年４月１日から平成19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おります。 

  

(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)に準じて記載しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19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おります。 

  

(3) 当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位

で記載しておりましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変

更いたしました。 

 なお、比較を容易にするため、前中間連結会計期間、前連結会計年度、前中間会計期間及び前事業年

度についても百万円単位に組替え表示しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

並びに中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  



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18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 15,136 14,997 25,029

   受取手形及び 
   完成工事未収入金等

※2,4 6,786 14,266 13,472

   販売用不動産 19,537 32,151 18,721

   未成工事支出金 8,910 5,689 8,033

   開発事業等支出金 22,599 29,454 23,142

   繰延税金資産 517 730 831

   その他 932 1,408 1,829

   貸倒引当金 △1 △2 △1

流動資産合計 74,418 94.9 98,695 94.7 91,059 94.1

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物・構築物 ※２ 1,257 1,231 1,250

    機械装置 ※２ 14 37 39

    運搬具・工具 
    器具備品

16 47 31

    土地 ※２ 1,413 2,701 1,986 3,302 1,986 3,308

   無形固定資産 78 693 774

   投資その他の資産

    投資有価証券 1,101 957 1,111

    繰延税金資産 12 62 17

    その他 127 631 576

    貸倒引当金 △52 1,188 △74 1,575 △63 1,641

固定資産合計 3,968 5.1 5,571 5.3 5,725 5.9

資産合計 78,387 100.0 104,267 100.0 96,784 100.0

 



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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

   支払手形及び 
   工事未払金等

※４ 10,403 17,356 22,186

   短期借入金 ※２ 16,159 34,299 11,199

   未払法人税等 91 344 2,019

   未成工事受入金等 8,317 ― ―

   未成工事受入金 ― 3,244 6,967

   開発事業等受入金 ― 2,749 2,453

   賞与引当金 263 321 297

   完成工事補償引当金 17 75 32

   工事損失引当金 ― 23 16

   その他 614 3,605 3,252

流動負債合計 35,867 45.7 62,020 59.5 48,424 50.0

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※２ 19,022 14,615 21,187

   退職給付引当金 330 348 341

   役員退職慰労引当金 147 151 150

   繰延税金負債 25 209 235

   その他 143 181 193

固定負債合計 19,668 25.1 15,506 14.9 22,108 22.9

負債合計 55,536 70.8 77,527 74.4 70,532 72.9



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 3,665 4.7 3,665 3.5 3,665 3.8

   資本剰余金 3,421 4.4 3,421 3.3 3,421 3.5

   利益剰余金 15,430 19.7 17,851 17.1 17,449 18.0

   自己株式 △16 △0.0 △16 △0.0 △16 △0.0

   株主資本合計 22,500 28.8 24,920 23.9 24,519 25.3

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

350 0.4 251 0.2 344 0.4

   為替換算調整勘定 ― ― 85 0.1 18 0.0

   評価・換算差額等 
   合計

350 0.4 336 0.3 362 0.4

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 1,482 1.4 1,368 1.4

    純資産合計 22,850 29.2 26,739 25.6 26,251 27.1

   負債純資産合計 78,387 100.0 104,267 100.0 96,784 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 11,219 24,141 41,611

   開発事業等売上高 6,420 17,639 100.0 20,917 45,059 100.0 34,395 76,006 100.0

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 10,742 23,237 39,378

   開発事業等売上原価 5,501 16,243 92.1 18,629 41,866 92.9 28,650 68,029 89.5

   売上総利益

    完成工事総利益 477 904 2,232

    開発事業等総利益 918 1,395 7.9 2,288 3,192 7.1 5,744 7,977 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,057 6.0 2,004 4.5 3,248 4.3

   営業利益 337 1.9 1,188 2.6 4,728 6.2

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 9 23 31

   受取配当金 4 5 9

   為替差益 ― 79 33

   その他 5 19 0.1 20 129 0.3 27 101 0.1

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 123 241 317

   その他 1 125 0.7 7 249 0.5 6 324 0.4

   経常利益 232 1.3 1,068 2.4 4,505 5.9

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 ― ― ― ― ― ― 6 6 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ ― 1 2

   開発事業用土地 
   評価損

― ― 451

   ゴルフ会員権評価損 ― ― ― ― 1 0.0 9 463 0.6

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

232 1.3 1,067 2.4 4,048 5.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

25 296 1,969

   法人税等調整額 66 91 0.5 93 390 0.9 △259 1,709 2.2

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

― ― 30 0.1 △6 △0.0

   中間(当期)純利益 140 0.8 646 1.4 2,344 3.1



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(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29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

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) 3,665 3,421 15,521 △15 22,592

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △183 △183

 役員賞与（注） △48 △48

 中間純利益 140 140

 自己株式の取得 △0 △0

 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)

― ― △91 △0 △91

平成18年９月30日残高(百万円) 3,665 3,421 15,430 △16 22,500

評価・換算
差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(百万円) 393 22,985

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △183

 役員賞与（注） △48

 中間純利益 140

 自己株式の取得 △0

 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)

△43 △43

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△43 △134

平成18年９月30日残高(百万円) 350 22,850



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

  

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19年３月31日残高(百万円) 3,665 3,421 17,449 △16 24,519

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245 △245

 中間純利益 646 646

 自己株式の取得 △0 △0

 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)

― ― 401 △0 401

平成19年９月30日残高(百万円) 3,665 3,421 17,851 △16 24,920

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

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 344 18 362 1,368 26,251

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245

 中間純利益 646

 自己株式の取得 △0

 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)

△92 66 △25 113 87

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△92 66 △25 113 488

平成19年９月30日残高(百万円) 251 85 336 1,482 26,739



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

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) 3,665 3,421 15,521 △15 22,592

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △183 △183

 剰余金の配当 △183 △183

 役員賞与（注） △48 △48

 当期純利益 2,344 2,344

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 1,928 △0 1,927

平成19年３月31日残高(百万円) 3,665 3,421 17,449 △16 24,519

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

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 393 ― 393 ― 22,985

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △183

 剰余金の配当 △183

 役員賞与（注） △48

 当期純利益 2,344

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△49 18 △30 1,368 1,338

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△49 18 △30 1,368 3,265

平成19年３月31日残高(百万円) 344 18 362 1,368 26,251



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18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

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18年４月１日

至 平成19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 232 1,067 4,048

   減価償却費 41 47 90

   のれん償却額 ― 72 72

   貸倒引当金の増加額(△減少額) △0 12 △8

   退職給付引当金の増加額 

   (△減少額)
9 6 21

   役員退職慰労引当金の 

   増加額(△減少額)
△7 1 △3

   工事損失引当金の増加額 

   (△減少額）
― 7 16

   その他引当金の増加額 

   (△減少額)
37 67 50

   受取利息及び受取配当金 △14 △29 △40

   為替差益 ― △79 △33

   支払利息 123 241 317

   固定資産除却損 ― 1 1

      開発事業用土地評価損 ― ― 451

   売上債権の減少額(△増加額) 2,731 △805 △2,710

   たな卸資産の減少額(△増加額) △18,796 △17,198 △14,012

   仕入債務の増加額(△減少額) △6,608 △4,830 3,165

   未成工事受入金等の増加額 

   (△減少額)
4,714 △3,426 4,854

   役員賞与の支払額 △48 ― △48

   その他 △244 619 △655

    小計 △17,827 △24,226 △4,422

   利息及び配当金の受取額 6 37 32

   利息の支払額 △108 △270 △292

   法人税等の支払額 △969 △1,932 △1,032

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△18,899 △26,391 △5,715

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   ３ヶ月超定期預金預入れに 

   よる支出
△2,050 ― △2,250

   ３ヶ月超定期預金満期に 

   よる収入
― 2,000 ―

   有形固定資産の取得による支出 △1 △34 △15

   有形固定資産の売却による収入 ― 1 0

   投資有価証券の取得による支出 △1 △1 △18

   貸付による支出 ― ― △1,203

   貸付金の回収による収入 24 0 37

   無形固定資産の取得による支出 ― ― △9

   連結範囲の変更を伴う子会社 

   株式の取得による収入
※２ ― ― 1,318

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△2,028 1,965 △2,139



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

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18年４月１日

至 平成19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 15,000 38,100 24,040

   短期借入金返済による支出 △3,500 △21,000 △17,580

   長期借入れによる収入 8,500 ― 11,000

   長期借入金返済による支出 △5,579 △579 △6,159

   自己株式の取得及び売却 

   による収支
△0 △0 △0

   配当金の支払額 △185 △244 △367

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
14,234 16,274 10,932

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
― 119 22

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増加額(△減少額)
△6,693 △8,032 3,099

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 19,779 22,879 19,779

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※１ 13,086 14,847 22,879



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項

子会社４社のうち、新

日本不動産㈱、㈱新日本

コミュニティー２社を連

結の範囲に含めておりま

す。なお、非連結子会社

リハウスビルドジャパン

㈱、SHINNIHON  AMERICA, 

INC.は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はい

ずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼして

おりません。

子会社７社のうち、新

日本不動産㈱、㈱新日本

コミュニティー、㈱建

研、新日興進（瀋陽）房

地産有限公司、新実業国

際集団（瀋陽）房地産開

発有限公司５社を連結の

範囲に含めております。 

 また、非連結子会社リ

ハウスビルドジャパン

㈱、SHINNIHON  AMERICA, 

INC.は、いずれも小規模

会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼしておりません。

子会社７社のうち、新

日本不動産㈱、㈱新日本

コミュニティー、㈱建

研、新日興進（瀋陽）房

地産有限公司、新実業国

際集団（瀋陽）房地産開

発有限公司５社を連結の

範囲に含めております。

なお、㈱建研、新日興進

（瀋陽）房地産有限公司

及び新実業国際集団（瀋

陽）房地産開発有限公司

の３社については、当連

結会計年度より連結子会

社となりました。 

 ㈱建研については、平

成18年10月３日の株式取

得に伴い、みなし取得日

を平成18年10月１日とし

ております。また、新実

業国際集団（瀋陽）房地

産開発有限公司について

は、平成18年10月12日の

出資持分取得に伴い、み

なし取得日を平成18年12

月31日としており、当連

結会計年度においては貸

借対照表のみ連結してお

ります。 

 また、非連結子会社リ

ハウスビルドジャパン

㈱、SHINNIHON  AMERICA, 

INC.は、いずれも小規模

会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼ

しておりません。

２ 持分法の適用に関す

る事項

持分法を適用しており

ません。

なお、非連結子会社２

社は、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から

除いても中間連結財務諸

表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

法を適用しておりませ

ん。

同左 持分法を適用しており

ません。

なお、非連結子会社２

社は、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に

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

を適用しておりません。



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項

連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と

一致しております。

 

連結子会社の中間決算

日が中間連結決算日と異

なる会社は次のとおりで

す。

会社名 中間決算日

新日興進
（瀋陽）房
地産有限公
司

６月30日

新実業国際
集団（瀋
陽）房地産
開発有限公
司

６月30日

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

を使用しております。た

だし、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引

については、連結上必要

な調整を行っておりま

す。

 

連結子会社の決算日が

連結決算日と異なる会社

は次のとおりです。

会社名 決算日

新日興進
（瀋陽）房
地産有限公
司

12月31日

新実業国際
集団（瀋
陽）房地産
開発有限公
司

12月31日

連結財務諸表の作成に

当っては同決算日現在の

財務諸表を使用しており

ます。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な

取引については、連結上

必要な調整を行っており

ます。

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 

  時価のあるもの

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

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)

  時価のないもの

移動平均法による

原価法

たな卸資産

 販売用不動産

  個別法による原価法

 未成工事支出金

  個別法による原価法

 開発事業等支出金

  個別法による原価法

 

 

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

開発事業等支出金

同左

 

 

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場

価格等に基づく時

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)

時価のないもの

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

開発事業等支出金

同左

 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

有形固定資産の減価償

却の方法は定率法によっ

ております。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

法によっております。な

お、耐用年数及び残存価

額については、法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。

有形固定資産の減価償

却の方法は主として定率

法によっております。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、定額法によっており

ます。なお、耐用年数及

び残存価額については、

法人税法に規定する方法

と同一の基準によってお

ります。

（会計処理の変更）

重要な減価償却資産の

減価償却の方法

当中間連結会計期間か

ら法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30

日  法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形

固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更して

おります。

なお、これによる損益

への影響は軽微でありま

す。

また、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。

（追加情報）

法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資

産については、改正前の

法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取

得価額の５％に達した連

結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費

に含めて計上しておりま

す。

なお、これによる損益

への影響は軽微でありま

す。

また、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。

有形固定資産の減価償

却の方法は主として定率

法によっております。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、定額法によっており

ます。なお、耐用年数及

び残存価額については、

法人税法に規定する方法

と同一の基準によってお

ります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

無形固定資産の減価償

却の方法は定額法によっ

ております。なお、耐用

年数については法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。

ただし、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

を採用しております。

同左 同左

(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

上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員に支給する賞与

に備えるため、支給見込

額のうち当中間連結会計

期間負担額を計上してお

ります。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員に支給する賞与

に備えるため、支給見込

額のうち当連結会計年度

負担額を計上しておりま

す。

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過年度の実績を基礎に将

来の補償見込を加味した

見積補償額のうち当中間

連結会計期間負担額を計

上しております。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過年度の実績を基礎に将

来の補償見込を加味した

見積補償額のうち当連結

会計年度負担額を計上し

ております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

工事損失引当金

――――――

工事損失引当金

受注工事の損失に備え

るため、手持受注工事の

うち当中間連結会計期間

末において損失の発生の

可能性が高く、かつ、そ

の損失見込額を合理的に

見積もることができる工

事について、当該損失見

込額を計上しておりま

す。

工事損失引当金

受注工事の損失に備え

るため、手持受注工事の

うち当連結会計年度末に

おいて損失の発生の可能

性が高く、かつ、その損

失見込額を合理的に見積

もることができる工事に

ついて、当該損失見込額

を計上しております。

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

計上しております。

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

に基づき計上しておりま

す。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規に

基づく当中間連結会計期

間末要支給額を計上して

おります。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しており

ます。

(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

会計処理によっておりま

す。

同左 

 

同左

(5) 完成工事高の計上基

準

完成工事高の計上は、

長期大型工事(工期１年超

かつ請負金額８億円以上)

については工事進行基準

を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用

しております。

完成工事高の計上は、

当社においては、工期１

年超かつ請負金額８億円

以上の長期大型工事につ

いては工事進行基準を、

その他の工事については

工事完成基準を適用して

おります。 

 また、連結子会社であ

る㈱建研においては、工

期１年以上かつ請負金額

３億円以上の長期大型工

事については工事進行基

準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適

用しております。

工事進行基準による 

 完成工事高 

  8,814百万円

完成工事高の計上は、

当社においては、工期１

年超かつ請負金額８億円

以上の長期大型工事につ

いては工事進行基準を、

その他の工事については

工事完成基準を適用して

おります。 

 また、当連結会計年度

より連結子会社となりま

した㈱建研においては、

工期１年以上かつ請負金

額３億円以上の長期大型

工事については工事進行

基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を

適用しております。

工事進行基準による 

 完成工事高 

  3,553百万円



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(6) 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

―――――― 外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社の資

産及び負債は、在外子会

社の中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分

に含めております。

外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

 なお、在外子会社の資

産及び負債は、在外子会

社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に

含めております。

(7) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

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

中間連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)

は、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か月以内

に償還期限の到来する短

期投資であります。

同左 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、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か月以内に償還期

限の到来する短期投資で

あります。



会計処理の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（完成工事高の計上基準） 

 完成工事高の計上は、従来、工事

完成基準によっておりましたが、当

中間連結会計期間における新規着工

工事より、工期１年超かつ請負金額

８億円以上の工事については工事進

行基準によることに変更しておりま

す。 

 この変更は、近年工期１年超の大

型工事が増加傾向にあり、また、長

期請負工事については、近年、工事

進行基準の適用がより合理的な会計

基準とされ、会計慣行として定着し

てきていることに鑑み、期間損益計

算のより一層の適正化を図るために

行うものであります。 

 この結果、従来の方法によった場

合と比較して、完成工事高は708百

万円増加し、売上総利益、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4百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

―――――― （完成工事高の計上基準） 

 完成工事高の計上は、従来、工事

完成基準によっておりましたが、当

連結会計年度における新規着工工事

より、工期１年超かつ請負金額８億

円以上の工事については工事進行基

準によることに変更しております。 

 この変更は、近年工期１年超の大

型工事が増加傾向にあり、また、長

期請負工事については、近年、工事

進行基準の適用がより合理的な会計

基準とされ、会計慣行として定着し

てきていることに鑑み、期間損益計

算のより一層の適正化を図るために

行うものであります。 

 この結果、従来の方法によった場

合と比較して、完成工事高は2,915

百万円増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ42百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等、自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正）

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）を適用してお

ります。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,850百万円であ

ります。

 また、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等、自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正）

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金

の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

適用指針第２号）を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は24,882百万円であ

ります。

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ22百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。



表示方法の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

 ――――――

 
（中間連結貸借対照表関係） 

 前中間連結会計期間まで「未成工事受入金等」に含め

て表示しておりました「開発事業等受入金」について

は、当中間連結会計期間において重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。

 なお、前中間連結会計期間の「開発事業等受入金」は

1,439百万円であります。



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18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

629百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

898百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

891百万円

 

※２ 下記資産は、長期借入金

1,522百万円及び一年以内返済

予定長期借入金159百万円の担

保に供しております。

建物・構築物 927百万円

機械装置 14百万円

土地 890百万円

合計 1,832百万円

 

 

※ ２  下 記 資 産 は、長 期 借 入

金 1,362百万円、一年以内返済

予定長期借入金159百万円及び

短期借入金40百万円の担保に供

しております。

受取手形 721百万円

建物・構築物 887百万円

機械装置 12百万円

土地 890百万円

合計 2,511百万円

   また、短期借入金40百万円の

担保として財団抵当に供してい

るものは、次のとおりでありま

す。

建物・構築物 7百万円

機械装置 0百万円

土地 573百万円

合計 581百万円

 

 

※２ 下記資産は、長期借入金

1,442百万円、一年以内返済予

定長期借入金159百万円及び短

期借入金40百万円の担保に供し

ております。

受取手形 547百万円

建物・構築物 905百万円

機械装置 13百万円

土地 890百万円

合計 2,357百万円

   また、短期借入金40百万円の

担保として財団抵当に供してい

るものは、次のとおりでありま

す。

建物・構築物 7百万円

機械装置 0百万円

土地 573百万円

合計 581百万円

 ３ 受取手形裏書譲渡高

87百万円

 ３   ――――――  ３   ――――――

※４ 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お

ります。なお、当中間連結会計

期間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結会

計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 217百万円

支払手形 42百万円

※４ 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お

ります。なお、当中間連結会計

期間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結会

計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 285百万円

支払手形 79百万円
 

※４ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含ま

れております。 

受取手形 128百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりであ

ります。

従業員給料 
手当

380百万円

賞与引当金 
繰入額

104百万円

広告宣伝費 50百万円

租税公課 104百万円

退職給付費用 12百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

3百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりであ

ります。

従業員給料
手当

542百万円

賞与引当金
繰入額

114百万円

広告宣伝費 437百万円

租税公課 153百万円

退職給付費用 28百万円

役員退職慰労 

引当金繰入額
2百万円

のれんの当期
償却額

72百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりであ

ります。

従業員給料
手当

987百万円

賞与引当金
繰入額

121百万円

広告宣伝費 610百万円

租税公課 391百万円

退職給付費用 23百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

6百万円

のれんの当期償
却額

72百万円

※２   ―――――― ※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

建物 0百万円

運搬具・
工具器具備品

1百万円

 合計 1百万円  

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

建物 1百万円

機械装置 1百万円

合計 2百万円

 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

節的変動があります。

 ３    同左  ３   ――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加  30,680,360株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加        46,431株 

 単元未満株式の買取りによる増加   812株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 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当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 30,680,360 30,680,360 ― 61,360,720

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 45,431 47,243 ― 92,674

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 183 ６ 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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10月31日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 183 ３ 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   476株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 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当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 61,360,720 ― ― 61,360,720

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,260 476 ― 93,736

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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 245 ４ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年10月30日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 183 ３ 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加  30,680,360株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加        46,431株 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,398株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,680,360 30,680,360 ― 61,360,720

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 45,431 47,829 ― 93,260

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 183 ６ 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月31日 
取締役会

普通株式 183 ３ 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 245 ４ 平成19年３月31日 平成19年６月29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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

現金預金勘定 15,136百万円

預入期間が 

３ヶ月を 

超える 

定期預金

△2,050百万円

現金及び
現金同等物

13,086百万円

 

※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

現金預金勘定 14,997百万円

投資その他の 

資産の「その 

他」に含まれ 

ている長期性 

預金

100百万円

  計 15,097百万円

預入期間が 

３ヶ月を 

超える 

定期預金

△250百万円

現金及び
現金同等物

14,847百万円  

※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

現金預金勘定 25,029百万円

投資その他の 

資産の「その 

他」に含まれ 

ている長期性 

預金

100百万円

  計 25,129百万円

預入期間が 

３ヶ月を 

超える 

定期預金

△2,250百万円

現金及び
現金同等物

22,879百万円



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※２   ―――――― ※２   ――――――

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

  株式の取得により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 ㈱建研

 流動資産 4,026百万円

 固定資産 689百万円

 のれん 727百万円

 流動負債 3,175百万円

 固定負債 220百万円

  株式の 

  取得価額
2,046百万円

 現金及び 

 現金同等物
△1,114百万円

 差引：株
  式取得の 
  ための 
  支出

932百万円

 新日興進（瀋陽）房地産有限公司

 流動資産 1,514百万円

 少数株主 

 持分
454百万円

  出資持分 

  の取得価 

  額

1,060百万円

 現金及び 

 現金同等物
△1,514百万円

 差引：出
  資持分取 
  得のため 
  の支出

△454百万円

 新実業国際集団（瀋陽）房地産開

発有限公司

 流動資産 5,917百万円

 固定資産 2百万円

 流動負債 2,576百万円

 固定負債 1,481百万円

 少数株主 

 持分
912百万円

 のれん 40百万円

  出資持分 

  の取得価 

  額

909百万円

 現金及び 

 現金同等物
△2,705百万円

 差引：出
  資持分取 
  得のため 
  の支出

△1,796百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

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

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)

工具器具 
・備品 93 58 35

車両 
運搬具 21 19 2

合計 115 78 37

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残高の

割合が低いため、「支払利子込

み法」により算出しておりま

す。

 

 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

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

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 9 5 4

運搬具・ 
工具器具 
備品

73 37 36

合計 82 42 40

(注)     同左
 

 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

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)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 9 4 4

運搬具・
工具器具
備品

140 95 45

合計 149 100 49

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経

過リース料期末残高の割合が低

いため、「支払利子込み法」に

より算出しております。

 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 16百万円

１年超 20百万円

合計 37百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中間

期末残高等に占める未経過リー

ス料中間期末残高の割合が低い

ため「支払利子込み法」により

算出しております。

 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 15百万円

１年超 24百万円

合計 40百万円

(注)     同左
 

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 17百万円

１年超 32百万円

合計 49百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため「支払利

子込み法」により算出しており

ます。

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 11百万円

減価償却費
相当額

11百万円

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 9百万円

減価償却費
相当額

9百万円

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 25百万円

減価償却費
相当額

25百万円

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

っております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前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主な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19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主な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)

① 株式 407 995 587

② 債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 407 995 587

中間連結貸借対照表計上額

非上場株式 16百万円

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資

50百万円

合計 66百万円

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)

① 株式 411 833 421

② 債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 411 833 421

中間連結貸借対照表計上額

非上場株式 34百万円

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資

50百万円

合計 84百万円



前連結会計年度末 (平成19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主な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 

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末 (平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末 (平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

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)

① 株式 409 986 577

② 債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 409 986 577

連結貸借対照表計上額

非上場株式 34百万円

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資

50百万円

合計 84百万円



(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18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

建設事業 
(百万円)

開発事業等
(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

11,219 6,420 17,639 ― 17,639

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 11,219 6,420 17,639 ― 17,639

営業費用 11,086 5,962 17,048 252 17,301

営業利益 133 457 590 (252) 337

建設事業 
(百万円)

開発事業等
(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

24,141 20,917 45,059 ― 45,059

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 24,141 20,917 45,059 ― 45,059

営業費用 24,021 19,572 43,594 277 43,871

営業利益 120 1,344 1,465 (277) 1,188



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業  建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

開発事業等 不動産の売買及び不動産の賃貸に関する事業他 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部等管理

部門に係る費用であります。 

前中間連結会計期間252百万円、当中間連結会計期間277百万円、前連結会計年度 577百万円 

３ 会計処理基準等の変更 

  （前中間連結会計期間） 

   完成工事高の計上基準 

 「会計処理の変更（完成工事高の計上基準）」に記載の通り、完成工事高の計上基準は、従来、工

事完成基準によっておりましたが、当中間連結会計期間における新規着工工事より、工期１年超かつ

請負金額８億円以上の工事については工事進行基準によることに変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べ、「建設事業」で当中間連結会計期間における売上高が708百万

円、営業費用が704百万円、営業利益が4百万円それぞれ増加しております。 

   役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更（役員賞与に関する会計基準）」に記載の通り、当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用し

ております。これによる上記セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  （当中間連結会計期間） 

   有形固定資産の減価償却の方法 

 「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 会計処理基準に関する事項 (2) 重

要な減価償却資産の減価償却の方法（会計処理の変更）」に記載の通り、当中間連結会計期間から法

人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降

取得の有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これ

による上記セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 また、「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 会計処理基準に関する事項 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法（追加情報）」に記載の通り、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる上記セグメント情報に与

える影響は軽微であります。 

建設事業 
(百万円)

開発事業等
(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

41,611 34,395 76,006 ― 76,006

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 41,611 34,395 76,006 ― 76,006

営業費用 40,499 30,200 70,700 577 71,277

営業利益 1,112 4,194 5,306 （577) 4,728



  （前連結会計年度） 

   完成工事高の計上基準 

 「会計処理の変更（完成工事高の計上基準）」に記載の通り、完成工事高の計上基準は、従来、工

事完成基準によっておりましたが、当連結会計年度における新規着工工事より、工期１年超かつ請負

金額８億円以上の工事については工事進行基準によることに変更しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べ、「建設事業」で当連結会計年度における売上高が2,915百万円、営業費

用が2,873百万円、営業利益が42百万円それぞれ増加しております。 

   役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更（役員賞与に関する会計基準）」に記載の通り、当連結会計年度から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益が、「建設事

業」において11百万円、「開発事業等」において9百万円、「消去又は全社」において1百万円それぞ

れ減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社及び連結子会社において海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社及び連結子会社において海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社及び連結子会社において海外売上がないため、該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 372円97銭 412円25銭 406円13銭

１株当たり中間 
(当期)純利益

2円30銭 10円55銭 38円26銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

 

 なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、潜在株式がな

いため記載しておりませ

ん。

 当社は、平成18年４月

１日付で株式１株につき

２株の株式分割を行って

おります。

 なお、当該株式分割が

前期首に行われたと仮定

した場合の１株当たり情

報については、それぞれ

以下のとおりとなりま

す。
前中間連結 
会計期間

前連結会計 
年度

１株当たり 
純資産額

347円39銭
１株当たり 
中間純利益

2円80銭
潜在株式調 
整後１株当 
たり中間純 
利益
潜在株式が 
ないため記 
載しており 
ません。

１株当たり 
純資産額

374円37銭
１株当たり 
当期純利益

31円73銭
潜在株式調 
整後１株当 
たり当期純 
利益
潜在株式が 
ないため記 
載しており 
ません。

 なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、潜在株式がな

いため記載しておりませ

ん。

 

 なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式がな

いため記載しておりませ

ん。

 当社は、平成18年４月

１日付で普通株式１株に

対し普通株式２株の割合

で株式分割を行いまし

た。

 前期首に当該株式分割

が行われたと仮定した場

合における前連結会計年

度の（１株当たり情報）

の各数値は以下のとおり

であります。
前連結会計 
年度
１株当たり 
純資産額

374円37銭
１株当たり 
当期純利益

31円73銭



(注) 算定上の基礎 

 １ １株当たり純資産額 

 
  

   ２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
  

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額 
（百万円）

22,850 26,739 26,251

普通株式に係る中間期末 
（期末）の純資産額 
（百万円）

22,850 25,257 24,882

純資産の部の合計額と１株
当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式に係る中
間期末（期末）の純資産と
の差額（百万円）

― 1,482 1,368

(うち少数株主持分) (―) (1,482) (1,368)

普通株式の発行済株式数 
（株）

61,360,720 61,360,720 61,360,720

普通株式の自己株式数 
（株）

92,674 93,736 93,260

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
（株）

61,268,046 61,266,984 61,267,460

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 
(百万円)

140 646 2,344

普通株主に帰属しない 
金額(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円)

140 646 2,344

普通株式の 
期中平均株式数(株)

61,268,498 61,267,208 61,268,125



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．株式会社建研の株式取得 

 当社は、平成18年8月29日及び10月3日開催の取締役会決議に基づき、同年10月3日に株式会社建研

の株式をフェニックス・キャピタル株式会社から取得し、100％子会社といたしました。 

   (1) 株式取得の目的 

 株式会社建研は、ＰＣ工法※に強みを持つ、全国展開のゼネコンであり、主に在来（RC）工法

による集合住宅（マンション）の建設を強みとし、首都圏を営業基盤とする当社とは技術面、地

域面においての相互補完メリットが大きく、今後、お互いの特性を活かしたシナジー効果を十分

発揮することにより、グループ全体としてのさらなる発展が十分見込まれるとの判断により本件

を実施いたしました。 

※PC工法：建築の構造体（梁・柱・壁・床）等のコンクリート部材を工場で製造（プレキャス

ト・コンクリート）し、現場で組み立てる工法。在来（RC）工法に比し、品質面で

の安定性と工期短縮において優位性がある。 

   (2) 子会社の概要 

 
   (3) 取得株式数及び取得価額 

      取得株式数  10,580,000株（取得価額 20億円） 

  

① 商号 株式会社建研

② 代表者 代表取締役 田中 恒光

③ 本店所在地 東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番8号

④ 設立年月日 昭和46年6月1日

⑤ 事業の内容 主にPC工法を利用した建設工事の設計及び施工

⑥ 決算期 3月

⑦ 従業員数 96名（平成18年3月末現在）

⑧ 主な営業所 東京、大阪、札幌、仙台、千葉、名古屋、滋賀、四国、九州

⑨ 資本金    135百万円

⑩ 発行済株式数 10,580,000株



２．中国子会社の出資設立 

 当社は、平成18年9月14日開催の取締役会決議に基づき、中国遼寧省瀋陽市に子会社を設立し、平

成18年10月8日（営業許可平成18年9月15日取得）に出資金の払込を行いました。これにより、同社は

当社の特定子会社となりました。 

   (1) 子会社設立の目的 

 今後の経済発展とともに、不動産開発マーケットの拡大が見込まれる中国における当社の拠点

とすることを目的として設立いたしました。 

   (2) 子会社の概要 

 
  

３．中国子会社による出資持分の取得（孫会社化） 

 当社は、平成18年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年10月12日に当社の70％子会社で

ある新日興進（瀋陽）房地産有限公司が、新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司の出資持分の

51％を取得いたしました。これにより、同社は当社の特定子会社となりました。 

   (1) 出資持分取得の目的 

 当社子会社の新日興進（瀋陽）房地産有限公司が、中国瀋陽市におけるプロジェクト開発に参

画することを目的として取得いたしました。 

   (2) 孫会社となる会社の概要 

 
   (3) 取得価額 

 765万米ドル 

  

① 商号 新日興進（瀋陽）房地産有限公司

② 所在地 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市和平区咸陽路63号

③ 代表者 董事長 金綱 一男（当社代表取締役社長）

④ 資本金 1,286万米ドル

⑤ 決算期 12月

⑥ 主な事業内容 不動産開発並びに不動産開発に関するコンサルティング

⑦ 出資持分比率 当社 70％、 旭興進株式会社 30％

① 商号 新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司

② 所在地 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市和平区勝利南街97巷５―６号

③ 代表者 董事長 徐 躍進 

④ 設立年月日 平成17年3月28日

⑤ 資本金 1,500万米ドル

⑥ 決算期 12月

⑦ 主な事業内容 瀋陽市の開発プロジェクト開発事業

⑧ 出資持分比率 
 
 

新日興進（瀋陽）房地産有限公司            51％ 
瀋陽泛華房地産開発有限公司                23％ 
香港新実業国際集団有限公司                26％



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。  

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

特記事項はありません。 

  



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18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 14,494 11,913 19,607

   受取手形 ※５ 1,545 2,524 1,011

   完成工事未収入金 4,031 9,386 8,968

   開発事業等未収入金 1,201 854 2,433

   販売用不動産 19,482 32,096 16,175

   未成工事支出金 8,854 4,025 7,145

   開発事業等支出金 22,599 25,500 23,142

   繰延税金資産 412 663 736

   短期貸付金 512 500 500

   その他 890 139 1,050

   貸倒引当金 △1 △1 △1

流動資産合計 74,022 96.9 87,603 92.9 80,769 92.2

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    土地 522 522 522

    その他 345 354 342

   有形固定資産計 868 877 865

   無形固定資産 68 57 65

   投資その他の資産

    その他 1,514 5,789 5,990

    貸倒引当金 △52 △46 △46

   投資その他の資産計 1,461 5,742 5,943

固定資産合計 2,399 3.1 6,677 7.1 6,874 7.8

資産合計 76,421 100.0 94,280 100.0 87,643 100.0

 



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 4,913 7,083 10,666

   工事未払金 5,373 8,041 9,460

   短期借入金 16,000 34,100 11,000

   未払法人税等 89 333 2,000

   未成工事受入金等 8,274 ― ―

   未成工事受入金 ― 2,398 6,504

   開発事業等受入金 ― 2,749 2,453

   賞与引当金 254 277 249

   完成工事補償引当金 17 69 25

   工事損失引当金 ― 23 16

   その他 ※３ 556 736 472

流動負債合計 35,478 46.4 55,811 59.2 42,848 48.9

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 17,500 13,000 19,500

   退職給付引当金 300 323 314

   役員退職慰労引当金 147 151 150

   その他 134 121 134

固定負債合計 18,082 23.7 13,596 14.4 20,099 22.9

負債合計 53,561 70.1 69,407 73.6 62,947 71.8



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 3,665 4.8 3,665 3.9 3,665 4.2

   資本剰余金

    資本準備金 3,421 3,421 3,421

資本剰余金合計 3,421 4.5 3,421 3.6 3,421 3.9

   利益剰余金

    利益準備金 410 410 410

    その他利益剰余金

     別途積立金 14,400 16,000 14,400

     繰越利益剰余金 629 1,141 2,471

   利益剰余金合計 15,439 20.2 17,551 18.6 17,281 19.7

   自己株式 △16 △0.0 △16 △0.0 △16 △0.0

   株主資本合計 22,510 29.5 24,621 26.1 24,351 27.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

350 0.4 251 0.3 344 0.4

   評価・換算差額等 
   合計

350 0.4 251 0.3 344 0.4

    純資産合計 22,860 29.9 24,872 26.4 24,695 28.2

   負債純資産合計 76,421 100.0 94,280 100.0 87,643 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 11,151 21,104 36,827

   開発事業等売上高 6,297 17,449 100.0 20,767 41,871 100.0 34,126 70,953 100.0

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 10,694 20,697 35,172

   開発事業等売上原価 5,421 16,116 92.4 18,538 39,235 93.7 28,474 63,646 89.7

   売上総利益

    完成工事総利益 456 406 1,654

    開発事業等総利益 876 1,333 7.6 2,228 2,635 6.3 5,651 7,306 10.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,061 6.0 1,588 3.8 2,851 4.0

   営業利益 271 1.6 1,046 2.5 4,455 6.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 26 0.1 79 0.2 114 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 116 0.7 250 0.6 302 0.4

   経常利益 181 1.0 875 2.1 4,266 6.0

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― ― ― 6 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ ― ― 1 0.0 462 0.6

   税引前中間(当期) 
   純利益

181 1.0 873 2.1 3,810 5.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

25 289 1,960

   法人税等調整額 45 70 0.4 69 358 0.9 △285 1,674 2.4

   中間(当期)純利益 110 0.6 515 1.2 2,135 3.0



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(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29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

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
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円)

3,665 3,421 410 13,100 2,051 15,561 △15 22,632

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △183 △183 △183

 役員賞与（注） △48 △48 △48

 別途積立金の積立（注） 1,300 △1,300 ― ―

 中間純利益 110 110 110

 自己株式の取得 △0 △0

 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)

― ― ― 1,300 △1,421 △121 △0 △121

平成18年９月30日残高 
(百万円)

3,665 3,421 410 14,400 629 15,439 △16 22,510

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
平成18年３月31日残高 
(百万円)

393 23,025

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △183

 役員賞与（注） △48

 別途積立金の積立（注） ―

 中間純利益 110

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△43 △43

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△43 △164

平成18年９月30日残高 
(百万円)

350 22,860



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

資本 

剰余金 

合計

利益 

準備金

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 3,665 3,421 3,421 410 14,400 2,471 17,281

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245 △245

 別途積立金の積立 1,600 △1,600 ―

 中間純利益 515 515

 自己株式の取得

 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)

― ― ― ― 1,600 △1,329 270

平成19年９月30日残高(百万円) 3,665 3,421 3,421 410 16,000 1,141 17,551

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計
自己株式

株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・ 

換算差額 

等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △16 24,351 344 344 24,695

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245 △245

 別途積立金の積立 ― ―

 中間純利益 515 515

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△92 △92 △92

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△0 269 △92 △92 177

平成19年９月30日残高(百万円) △16 24,621 251 251 24,872



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

資本 

剰余金 

合計

利益 

準備金

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 3,665 3,421 3,421 410 13,100 2,051 15,561

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △183 △183

 剰余金の配当 △183 △183

 役員賞与（注） △48 △48

 別途積立金の積立（注） 1,300 △1,300 ―

 当期純利益 2,135 2,135

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― 1,300 420 1,720

平成19年３月31日残高(百万円) 3,665 3,421 3,421 410 14,400 2,471 17,281

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計
自己株式

株主資本 

合計

その他 

有価証券 

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) △15 22,632 393 393 23,025

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △183 △183

 剰余金の配当 △183 △183

 役員賞与（注） △48 △48

 別途積立金の積立（注） ― ―

 当期純利益 2,135 2,135

 自己株式の取得 △0 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)

△49 △49 △49

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△0 1,719 △49 △49 1,670

平成19年３月31日残高(百万円) △16 24,351 344 344 24,695



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原

価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場

価格等に基づく時

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)

有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格

等に基づく時価法

(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)

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

販売用不動産

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

開発事業等支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

(流動資産「その他」に

含まれております。)

終仕入法による原

価法

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

開発事業等支出金

同左

材料貯蔵品

同左

たな卸資産

販売用不動産

同左

未成工事支出金

同左

開発事業等支出金

同左

材料貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

 有形固定資産の減価償

却の方法は定率法によっ

ております。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

法によっております。な

お、耐用年数及び残存価

額については、法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。

 有形固定資産の減価償

却の方法は定率法によっ

ております。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

法によっております。な

お、耐用年数及び残存価

額については、法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。

 有形固定資産の減価償

却の方法は定率法によっ

ております。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

法によっております。な

お、耐用年数及び残存価

額については、法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計処理の変更）

 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 当中間会計期間から法

人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日

以降取得の有形固定資産

について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の

方法に変更しておりま

す。

 なお、これによる損益

への影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

 法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資

産については、改正前の

法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取

得価額の５％に達した事

業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて

計上しております。

 なお、これによる損益

への影響は軽微でありま

す。

 無形固定資産の減価償

却の方法は定額法によっ

ております。なお、耐用

年数については法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。

ただし、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

を採用しております。

同左

 

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員に支給する賞与

に備えるため、支給見込

額のうち当中間会計期間

負担額を計上しておりま

す。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員に支給する賞与

に備えるため、支給見込

額のうち当期負担額を計

上しております。

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過年度の実績を基礎に将

来の補償見込を加味した

見積補償額のうち当中間

会計期間負担額を計上し

ております。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため、

過年度の実績を基礎に将

来の補償見込を加味した

見積補償額のうち当期負

担額を計上しておりま

す。

工事損失引当金

――――――

工事損失引当金

受注工事の損失に備え

るため、手持受注工事の

うち当中間会計期間末に

おいて損失の発生の可能

性が高く、かつ、その損

失見込額を合理的に見積

もることができる工事に

ついて、当該損失見込額

を計上しております。

工事損失引当金

受注工事の損失に備え

るため、手持受注工事の

うち当事業年度末におい

て損失の発生の可能性が

高く、かつ、その損失見

込額を合理的に見積もる

ことができる工事につい

て、当該損失見込額を計

上しております。

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

おります。

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、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計

上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しており

ます。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。

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

処理によっております。

同左 同左



 
  

会計処理の変更 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ 完成工事高の計上基

準

 完成工事高の計上は、

長期大型工事（工期１年

超かつ請負金額８億円以

上）については工事進行

基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を

適用しております。

 完成工事高の計上は、

長期大型工事（工期１年

超かつ請負金額８億円以

上）については工事進行

基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を

適用しております。

 工事進行基準による 

 完成工事高

   8,416百万円

 完成工事高の計上は、

長期大型工事（工期１年

超かつ請負金額８億円以

上）については工事進行

基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を

適用しております。

 工事進行基準による 

 完成工事高

   2,915百万円

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（完成工事高の計上基準）

 完成工事高の計上は、従来、工事

完成基準によっておりましたが、当

中間会計期間における新規着工工事

より、工期１年超かつ請負金額８億

円以上の工事については工事進行基

準によることに変更しております。

 この変更は、近年工期１年超の大

型工事が増加傾向にあり、また、長

期請負工事については、近年、工事

進行基準の適用がより合理的な会計

基準とされ、会計慣行として定着し

てきていることに鑑み、期間損益計

算のより一層の適正化を図るために

行うものであります。

 この結果、従来の方法によった場

合と比較して、完成工事高は708百

万円増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益

はそれぞれ4百万円増加しておりま

す。

―――――― （完成工事高の計上基準）

 完成工事高の計上は、従来、工事

完成基準によっておりましたが、当

事業年度における新規着工工事よ

り、工期１年超かつ請負金額８億円

以上の工事については工事進行基準

によることに変更しております。

 この変更は、近年工期１年超の大

型工事が増加傾向にあり、また、長

期請負工事については、近年、工事

進行基準の適用がより合理的な会計

基準とされ、会計慣行として定着し

てきていることに鑑み、期間損益計

算のより一層の適正化を図るために

行うものであります。

 この結果、従来の方法によった場

合と比較して、完成工事高は2,915

百万円増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ42百万円増加しておりま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等、自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計

基準等の一部改正）

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金

の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第２号）を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,860百万円であ

ります。

 また、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等、自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計

基準等の一部改正)

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 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

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

並びに改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 終改正平

成18年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金の減

少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 終改正平

成18年８月11日 企業会計基準適用

指針第２号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は24,695百万円であ

ります。

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

（役員賞与に関する会計基準）

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ22

百万円減少しております。



表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

――――――

 

 

 

（中間貸借対照表関係）

 前中間会計期間まで「未成工事受入金等」に含めて

表示しておりました「開発事業等受入金」について

は、当中間会計期間において重要性が増したため、当

中間会計期間より区分掲記することといたしました。

 なお、前中間会計期間の「開発事業等受入金」は

1,439百万円であります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

369百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

382百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

376百万円

 ２ 保証債務等

関係会社の金融機関からの借

入金に対し保証を行っており

ます。

新日本不動
産㈱

1,681百万円

 ２ 保証債務等

関係会社の金融機関からの借

入金に対し保証を行っており

ます。

新日本不動
産㈱

1,522百万円

 ２ 保証債務等

関係会社の金融機関からの借

入金に対し保証を行っており

ます。

新日本不動
産㈱

1,602百万円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※３    ―――――― 

 ４ 受取手形裏書譲渡高

87百万円

 ４    ――――――   ４    ――――――  

※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おりま

す。なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が、中間会計期間末残高に

含まれております。

受取手形 217百万円

支払手形 42百万円

※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おりま

す。なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が、中間会計期間末残高に

含まれております。

受取手形 258百万円

支払手形 79百万円

 

※５ 事業年度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おります。

なお、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の事

業年度末日満期手形が、事業年

度末残高に含まれております。

受取手形 51百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 11百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 60百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 58百万円

経営指導料 9百万円

為替差益 16百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 114百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 220百万円

為替差損  29百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 300百万円

※３     ―――――― ※３     ―――――― ※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 
戻入益

6百万円

※４    ―――――― ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産  

除却損
1百万円

※４ 特別損失の主要項目

開発事業用  
土地評価損

451百万円

５ 過去１年間の売上高

当社の売上高は、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

ります。当中間期末に至る一

年間の売上高は次のとおりで

あります。

前事業
年度
下半期

42,651百万円

当中間期 17,449百万円

合計 60,100百万円

５ 過去１年間の売上高

当社の売上高は、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

ります。当中間期末に至る一

年間の売上高は次のとおりで

あります。

前事業
年度
下半期

53,504百万円

当中間期 41,871百万円

合計 95,375百万円

５    ――――――

６ 減価償却実施額

有形固定資産 10百万円

無形固定資産 7百万円

６ 減価償却実施額

有形固定資産 12百万円

無形固定資産 7百万円

６ 減価償却実施額

有形固定資産 20百万円

無形固定資産 15百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加       46,431株 

 単元未満株式の買取りによる増加  812株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  476株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加       46,431株 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,398株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 45,431 47,243 ― 92,674

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 93,260 476 ― 93,736

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 45,431 47,829 ― 93,260



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

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

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)

工具器具 
・備品 93 58 35

車両 
運搬具 21 19 2

合計 115 78 37

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、「支払

利子込み法」により算出して

おります。

 

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

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

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)

工具器具 
・備品 58 31 27

合計 58 31 27

(注)   同左

 

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

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)

期末残高
相当額 

(百万円)

工具器具
・備品 101 68 33

車両
運搬具 21 20 0

合計 123 88 34

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算出しておりま

す。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 16百万円

１年超 20百万円

合計 37百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算出しておりま

す。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 11百万円

１年超 15百万円

合計 27百万円

(注)   同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 13百万円

１年超 21百万円

合計 34百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

出しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 11百万円

減価償却費 
相当額

11百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 7百万円

減価償却費
相当額

7百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 22百万円

減価償却費
相当額

22百万円

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

ております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

     同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

     同左



(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ありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．株式会社建研の株式取得 

 当社は、平成18年8月29日及び平成18年10月３日開催の取締役会決議に基づき、同年10月3日に株式

会社建研の株式をフェニックス・キャピタル株式会社から取得し、100％子会社といたしました。 

   (1) 株式取得の目的 

 株式会社建研は、ＰＣ工法※に強みを持つ、全国展開のゼネコンであり、主に在来（RC）工法

による集合住宅（マンション）の建設を強みとし、首都圏を営業基盤とする当社とは技術面、地

域面においての相互補完メリットが大きく、今後、お互いの特性を活かしたシナジー効果を十分

発揮することにより、グループ全体としてのさらなる発展が十分見込まれるとの判断により本件

を実施いたしました。 

※PC工法：建築の構造体（梁・柱・壁・床）等のコンクリート部材を工場で製造（プレキャス

ト・コンクリート）し、現場で組み立てる工法。在来（RC）工法に比し、品質面で

の安定性と工期短縮において優位性がある。 

   (2) 子会社の概要 

 
   (3) 取得株式数及び取得価額 

 取得株式数 10,580,000株（取得価額 20億円） 

  

① 商号 株式会社建研

② 代表者 代表取締役 田中 恒光

③ 本店所在地 東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番8号

④ 設立年月日 昭和46年6月1日

⑤ 事業の内容 主にPC工法を利用した建設工事の設計及び施工

⑥ 決算期 3月

⑦ 従業員数 96名（平成18年3月末現在）

⑧ 主な営業所 東京、大阪、札幌、仙台、千葉、名古屋、滋賀、四国、九州

⑨ 資本金    135百万円

⑩ 発行済株式数 10,580,000株



２．中国子会社の出資設立 

 当社は、平成18年9月14日開催の取締役会決議に基づき、中国遼寧省瀋陽市に子会社を設立し、平

成18年10月8日（営業許可平成18年9月15日取得）に出資金の払込を行いました。これにより、同社は

当社の特定子会社となりました。 

   (1) 子会社設立の目的 

 今後の経済発展とともに、不動産開発マーケットの拡大が見込まれる中国における当社の拠点

とすることを目的として設立いたしました。 

   (2) 子会社の概要 

 
  

３．中国子会社による出資持分の取得（孫会社化） 

 当社は、平成18年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年10月12日に当社の70％子会社で

ある新日興進（瀋陽）房地産有限公司を通じて、新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司の出資

持分の51％を取得いたしました。これにより、同社は当社の特定子会社となりました。 

   (1) 出資持分取得の目的 

 当社子会社の新日興進（瀋陽）房地産有限公司が、中国瀋陽市におけるプロジェクト開発に参

画することを目的として取得いたしました。 

   (2) 孫会社となる会社の概要 

 
   (3) 取得価額 

 765万米ドル 

  

① 商号 新日興進（瀋陽）房地産有限公司

② 所在地 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市和平区咸陽路63号

③ 代表者 董事長 金綱 一男（当社代表取締役社長）

④ 資本金 1,286万米ドル

⑤ 決算期 12月

⑥ 主な事業内容 不動産開発並びに不動産開発に関するコンサルティング

⑦ 出資持分比率 当社 70％、 旭興進株式会社 30％

① 商号 新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司

② 所在地 中華人民共和国 遼寧省瀋陽市和平区勝利南街97巷５―６号

③ 代表者 董事長 徐 躍進

④ 設立年月日 平成17年3月28日

⑤ 資本金 1,500万米ドル

⑥ 決算期 12月

⑦ 主な事業内容 瀋陽市の開発プロジェクト開発事業

⑧ 出資持分比率 
 
 

新日興進（瀋陽）房地産有限公司            51％ 
瀋陽泛華房地産開発有限公司                23％ 
香港新実業国際集団有限公司                26％



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  



(2) 【その他】 

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。 

 
  

  

    ① 決議年月日 平成19年10月30日

    ② 中間配当金総額 183百万円

    ③ １株当たりの額 ３円

    ④ 中間配当支払開始日 平成19年12月７日



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、次の書類を提出しております。 

  

 (1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第43期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に

提出 

  

  

  



該当事項はありません。 

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月21日

新日本建設株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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
ている新日本建設株式会社の平成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、新日本建設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。 
  

追記情報 
１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は完成工事高の計上基準については、従来工事完成基準

によっていたが、当中間連結会計期間における新規着工工事より、工期１年超かつ請負金額８億円以上
の工事については工事進行基準によることに変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月３日に株式会社建研の株式を取得し、子
会社としている。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月８日に新日興進（瀋陽）房地産有限公司
に出資し、子会社としている。 

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月12日開催の取締役会において、子会社で
ある新日興進（瀋陽）房地産有限公司が新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司の出資持分を取得
し、新日興進（瀋陽）房地産有限公司の子会社とすることを決議し、同日当該出資持分を取得してい
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 
  

あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   松   村        孝   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   堀   切        進   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   北   川   健   二   ㊞

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月20日

新日本建設株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている新日本建設株式会社の平成19年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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、新日本建設株式会社及び連結子会社の平成19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19年４月１日から平成19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 
  

あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   松   村        孝   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   北   川   健   二   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   小   出   健   治   ㊞

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月21日

新日本建設株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

ている新日本建設株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第43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、新日本建設株式会社の平成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。 
  

追記情報 
１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は完成工事高の計上基準については、従来工事完成基準

によっていたが、当中間会計期間における新規着工工事より、工期１年超かつ請負金額８億円以上の工
事については工事進行基準によることに変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月３日に株式会社建研の株式を取得し、子
会社としている。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月８日に新日興進（瀋陽）房地産有限公司
に出資し、子会社としている。 

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月12日開催の取締役会において、子会社で
ある新日興進（瀋陽）房地産有限公司が新実業国際集団（瀋陽）房地産開発有限公司の出資持分を取得
し、新日興進（瀋陽）房地産有限公司の子会社とすることを決議し、同日当該出資持分を取得してい
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 
  

 

あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   松   村        孝   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   堀   切        進   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   北   川   健   二   ㊞

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月20日

新日本建設株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている新日本建設株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第44期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19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、新日本建設株式会社の平成19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19年４月１日から平成19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 
  

 

あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   松   村        孝   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   北   川   健   二   ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   小   出   健   治   ㊞

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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