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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】

連結経営指標等

　

回次
第67期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第66期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 19,120 116,360

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △ 104 2,536

四半期純損失(△)
又は当期純利益

(百万円) △ 268 1,767

純資産額 (百万円) 10,780 11,285

総資産額 (百万円) 79,422 73,542

１株当たり純資産額 (円) 255.07 259.91

１株当たり四半期
純損失(△)又は
１株当たり当期純利益

(円) △ 7.79 50.47

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― 41.87

自己資本比率 (％) 13.3 14.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,516 △ 2,344

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 19 5,014

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,141 △ 5,294

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 15,856 10,024

従業員数 (名) 1,171 1,154

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　第67期第１四半期連結累計(会計)期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式が

存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

４　従業員数は、就業人員数を表示している。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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、主要な関係会社に異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期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) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,171

(注)　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含

む就業人員である。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 828

(注)　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績
　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日　
　　至　平成20年６月30日）

建設事業(百万円) 56,181

　

(2) 売上実績
　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日　
　　至　平成20年６月30日）

建設事業(百万円) 18,773

不動産事業(百万円) 336

その他の事業(百万円) 10

合計 19,120

(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。

３　上記(1)及び(2)は、セグメント間取引の相殺消去後の金額である。

　

(3) 売上にかかる季節的変動について
　

当社における建設事業においては主として完成基準によっているが、契約により工事の完成引渡し

が第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期

間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節

的変動がある。

　

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

建設業における受注工事高及び完成工事高の状況

　　　①　受注工事高、完成工事高、繰越工事高
　

期別 区分

期首繰越
工事高

期中受注
工事高

計
期中完成
工事高

期末繰越
工事高

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

建築工事 100,719 30,536 131,255 13,195 118,059 

土木工事 1,950 88 2,038 466 1,572 

計 102,669 30,624 133,294 13,661 119,632 

前事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

建築工事 92,812 100,481 193,294 92,575 100,719 

土木工事 1,841 1,571 3,412 1,462 1,950 

計 94,654 102,052 196,707 94,037 102,669 

(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

額を含んでいる。

２　期末繰越工事高は(期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高)である。

　

　②　受注工事高

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

建築工事 5,767 24,768 30,536

土木工事 ― 88 88

計 5,767 24,856 30,624

　

③　完成工事高

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
　  至　平成20年６月30日）

建築工事 2,040 11,154 13,195

土木工事 ― 466 466

計 2,040 11,621 13,661

　

④　繰越工事高(平成20年６月30日現在)

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

　建築工事 17,897 100,162 118,059

　土木工事 543 1,028 1,572

計 18,440 101,191 119,632

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　特記事項はない。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】
　 (1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期化する米国のサブプライムローン問題によ

る金融不安や原油・原材料価格の高騰などの影響により、依然として先行きが不透明な状況が続いて

いる。

当社の主要事業である民間建設部門は、公共投資の減少がもたらす民間建築部門における受注競争

激化、建設資材の高騰により、経営環境は一層厳しい状況となっている。

このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の業績は以下のとおりとなった。

連結売上高は、当社における建設事業の売上高が下半期、特に第４四半期に偏るという季節的変動要

因もあり、建設事業187億73百万円に不動産事業他３億46百万円を合わせ、191億20百万円となった。

損益面においては、売上総利益は13億19百万円となったが、販売費及び一般管理費が14億45百万円と

なり、営業損失１億25百万円、経常損失１億４百万円となった。また、法人税等合計１億97百万円の計上

により、四半期純損失は２億68百万円となった。

　

① 事業の種類別セグメント(セグメント間の内部売上高等を含めて記載している。)

建設事業

当社グループの受注高は、国内建設事業303億21百万円に海外建設事業258億60百万円を合わせ、

561億81百万円となった。

売上高は、国内建設事業136億22百万円に海外建設事業51億50百万円を合わせ、187億73百万円と

なった。営業損益については、季節的変動要因があり完成工事総利益が減少したことなどにより、２

億98百万円の損失となった。

　

不動産事業

賃貸事業を中心とする不動産事業の売上高は、３億36百万円となり、営業利益は１億70百万円と

なった。

　　

その他の事業

その他の事業については、売上高は10百万円となり、営業利益は３百万円となった。
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② 所在地別セグメント

日本

当社及び連結子会社３社を合わせた売上高は139億51百万円となり、営業損失は２億２百万円と

なった。

　

東南アジア

当社及び連結子会社６社が建設事業を行っているが、売上高は51億56百万円となり、営業利益は40

百万円となった。

　

北米

連結子会社１社が不動産事業を行っているが、売上高は80百万円となり、営業利益は36百万円と

なった。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ58億80百万円増加し、794億22

百万円となった。これは、「受取手形・完成工事未収入金等」が54億79百万円減少したが、「現金及び

預金」が58億32百万円及び「未成工事支出金」が55億42百万円それぞれ増加したことなどによるもの

である。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ63億85百万円増加し、686億42百万円となった。これは、「短期

借入金」が13億80百万円及び「未成工事受入金」が53億75百万円それぞれ増加したことなどによるも

のである。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ５億５百万円減少し、107億80百万円となった。これは、四半

期純損失２億68百万円を計上し、剰余金の配当の支払いを実施したことにより利益剰余金が減少した

ことなどによるものである。自己資本比率については、前連結会計年度末の14.7％から13.3％となっ

た。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

損失85百万円計上したが、売上債権の減少などにより、45億16百万円のプラスとなった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出があったが、定期預金の払戻

による収入などにより、19百万円のプラスとなった。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払があったが、借入金の増加などにより、11億41

百万円のプラスとなった。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年

度末に比べ58億31百万円増加し、158億56百万円となった。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はない。

また、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更も行っていない。

　

(5) 研究開発活動

(建設事業)

当社は、社会やお客様のニーズに対応すべく、技術研究所を中心として、品質の向上並びに生産性の

向上を目指し、新工法・新材料の調査研究に努めている。

当第１四半期連結会計期間においては、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は13百万円であった。

なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。

　

(不動産事業及びその他の事業)

研究開発活動は特段行っていない。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「第２ 事業の状況　３ 財政状態及び経営成績の分析　(3) キャッシュ・フローの状況」に記載のと

おりである。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設及び除却等の計画はない。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 154,792,300

第Ⅰ種優先株式 5,600,000

計 160,392,300

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月11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 34,498,097同左

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

第Ⅰ種優先株式 3,600,000―　(注)１ ― (注)２

計 38,098,09734,498,097― ―

(注) １　平成20年６月27日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年７月４日に第Ⅰ種優

先株式3,600,000株を取得し、消却した。

２　第Ⅰ種優先株式の内容は次のとおりである。

　　　(1) 優先配当金

　当社は、期末配当金を支払うときは、第Ⅰ種優先株式を有する株主(以下「第Ⅰ種優先株主」という。)または第

Ⅰ種優先株式の登録株式質権者(以下「第Ⅰ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以

下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第

Ⅰ種優先株式１株につき下記(イ)に定める額の期末配当金(以下「第Ⅰ種優先配当金」という。)を支払う。

(イ)優先配当金の額

　　１株あたりの第Ⅰ種優先配当金の額は、第Ⅰ種優先株式の１株あたりの払込価額(500円)に、それぞれの事業年

度ごとに下記の配当年率(以下「第Ⅰ種優先配当年率」という。)を乗じて算出された額とする。ただし、初年度

の第Ⅰ種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数(初日および最終日を含

む。)で日割り計算した額とする。

　　第Ⅰ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が

50円を超える場合は、第Ⅰ種優先配当金の額は、50円とする。

　　第Ⅰ種優先配当年率は、平成16年３月31日以降、次回の配当年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事

業年度について、下記の算式により計算される年率とする。

　　第Ⅰ種優先配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋1.00％

　　「配当年率修正日」は、平成16年３月31日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を

配当年率修正日とする。
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　　「日本円TIBOR(６ヶ月物)」とは、初年度は平成16年３月31日(配当起算日)、次年度以降は各配当年率修正日に

おいて、午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円

TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値をいうものとする。配当年率修正日に日本円TIBOR(６ヶ月

物)が公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン

・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国

銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBOR(６ヶ月物)に代

えて用いるものとする。

　　日本円TIBOR(６ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四

捨五入する。

(ロ)非累積条項

　　ある事業年度において第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第

Ⅰ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ハ)非参加条項

　　第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者に対しては、第Ⅰ種優先配当金を超えて配当を行わない。

　　　(2) 残余財産の分配

　当社の残余財産の分配をするときは、第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者に対し、普通株主または

普通登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種優先株式１株につき500円を支払う。

　第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

　　　(3) 取得請求権

　第Ⅰ種優先株主は、平成23年４月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」

という。)において、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する金額を上限として、第Ⅰ

種優先株式の全部または一部を１株につき500円にて取得するように請求することができ、当社は、法令の定めに

したがって、分配可能額の範囲内において、取得手続を行うものとする。

　　　(4) 取得条項

　当社は、平成23年４月１日以降いつでも第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、

第Ⅰ種優先株式の全部または一部を取得することができる。取得価額は、１株につき500円に第Ⅰ種優先株式配当

金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第４位まで

算出し、その小数第４位を四捨五入する。)とする。

　　　(5) 議決権

　第Ⅰ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

　　　(6) 株式の併合または分割

　当社は、法令に定める場合を除き、第Ⅰ種優先株式について、株式の併合または分割を行わない。

　　　(7) 新株引受権等の付与

　当社は、第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録株式質権者に対し、新株引受権または新株予約権もしくは新株予

約権付社債の引受権を与えない。

　　　(8) 普通株式の交付と引換えにする取得請求権

　第Ⅰ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有する第Ⅰ種優先株式を普通株式の交付と引換えに当社に

取得させることができる。

(イ)取得を請求することができる期間

　　第Ⅰ種優先株式の取得を請求することができる期間は、平成19年４月１日から平成39年３月31日までとする。

(ロ)取得の条件

　　第Ⅰ種優先株主は、上記(イ)の期間中、１株につき下記(a)から(c)に定める取得価額により、当社の普通株式の

交付と引換えに当社に取得させることができる。

　(a) 当初取得価額

　　　当初取得価額は、平成19年４月１日における時価とする。ただし、当該価額が47円を下回る場合は、47円とす

る。

　　　上記の時価とは、平成19年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その

計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
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　(b) 取得価額の修正

　　　取得価額は、平成20年４月１日以降、毎年４月１日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額

修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券

取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。な

お、各時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に

準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得

価額の50％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取

得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後

取得価額が当初取得価額(ただし、下記(c)により調整される。)の150％に相当する金額(円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「上限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整され

る。)を上回る場合には上限取得価額(ただし、下記(c)により調整される。)をもって修正後取得価額とする。

　(c) 取得価額の調整

　　Ⅰ　第Ⅰ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調

整式」という。)により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。
　

既発行普通株式数＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額＝調整前取得価額×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　
　　　ｉ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を募集する場合

　　　　　調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。

　　　ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合

　　　　　調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、分配可能額から資

本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締

役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の

分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該分配可能額の資本組入の決議をした

株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

　　　ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに当社に取得させること

ができる株式または権利行使により発行される普通株式１株あたりの払込価額が取得価額調整式に使

用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

　　　　　調整後取得価額は、その証券(権利)の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わ

りに、発行される証券(権利)の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その

発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。

　　Ⅱ　上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。

　　Ⅲ　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱただし書

きの場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社

の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算

は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、上記Ⅰま

たはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、

取締役会が適当と判断する価額に調整される。

　　Ⅳ　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

し、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当

日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。な

お、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普通株式数から控除される。

　　Ⅴ　取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価

額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し

引いた額を使用する。
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(ハ)取得により発行すべき普通株式数

　　第Ⅰ種優先株式の取得により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。
　

取得により発行
すべき普通株式数

＝
第Ⅰ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅰ種優先株式の払込価額の総額

取得価額

　
　　取得により発行すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(ニ)取得の請求により発行する株式の内容

　　当社普通株式

(ホ)取得請求受付場所

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

(ヘ)取得の効力の発生

　　取得の効力は、取得請求書および第Ⅰ種優先株式の株券が前述(ホ)に記載する取得請求受付場所に到着したと

きに発生する。ただし、第Ⅰ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しないものとする。

(ト)取得後第１回目の配当

　　第Ⅰ種優先株式の取得により発行された普通株式に対する最初の期末配当金は、取得の請求または下記(9)に

記載する一斉取得がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。

　　 (9) 一斉取得条項

　平成39年３月31日までに取得請求のなかった第Ⅰ種優先株式は、平成39年４月１日(以下「一斉取得日」とい

う。)をもって、第Ⅰ種優先株式１株の払込金相当額を、普通株式の時価で除して得られる数の当社の普通株式と

なる。上記の時価とは、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。以下「一斉取得価額」と

いう。)とし、その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合、一斉取得価

額が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、当該時価が上限取得価額を上回る場合には上

限取得価額をもって、一斉取得価額とする。ただし、取得価額が一斉取得日までに上記(8)(c)により調整された場

合には、一斉取得価額についても同様の調整を行うものとする。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満た

ない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。

　　 (10) 優先順位

　当社の発行する各種の種類株式の優先配当金および残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はない。
　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はない。
　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年６月30日 ― 38,098,097― 5,061 ― 1,400

(注） 平成20年６月27日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年７月４日付で第Ⅰ種優

先株式3,600,000株を取得し、これを消却したため、提出日現在においては発行済株式総数残高は、3,600,000株減

少し、34,498,097株となっている。

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きないので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
 優先株式  

3,600,000 
―

優先株式の内容は、(1)株式の総数等②発
行済株式を参照

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     88,500

―
権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
 普通株式
          34,187,500

           68,375 同上

単元未満株式  普通株式  　222,097 ― １単元(500株)未満の株式

発行済株式総数     38,098,097― ―

総株主の議決権 ―            68,375 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が

　　それぞれ13,000株(議決権26個)及び150株含まれている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式163株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31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(％)

（自己保有株式）
株式会社ナカノフドー建設

東京都千代田区
九段北四丁目２番28号

88,500          ─ 88,500 0.23

計 ― 88,500          ─ 88,500 0.23

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 279 353 312

最低(円) 261 267 271

(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、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、和泉監査法人による四半期レビューを

受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,690 10,857

受取手形・完成工事未収入金等 ※１
 16,078

※１
 21,557

未成工事支出金 24,391 18,849

その他のたな卸資産 ※２
 510

※２
 518

繰延税金資産 445 812

その他 1,905 2,078

貸倒引当金 △676 △697

流動資産合計 59,345 53,976

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※３
 3,609

※３
 3,548

土地 10,923 10,895

その他（純額） ※４
 363

※４
 377

有形固定資産合計 14,896 14,822

無形固定資産 149 146

投資その他の資産

投資有価証券 3,035 2,932

繰延税金資産 1,055 729

その他 1,181 1,160

貸倒引当金 △241 △225

投資その他の資産合計 5,031 4,597

固定資産合計 20,077 19,565

資産合計 79,422 73,542
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 32,604 32,788

1年内償還予定の社債 100 100

短期借入金 4,520 3,139

未払法人税等 54 94

未成工事受入金 21,042 15,666

引当金 620 1,377

その他 1,241 1,189

流動負債合計 60,184 54,356

固定負債

社債 900 900

長期借入金 5,208 5,208

繰延税金負債 394 277

退職給付引当金 765 673

その他 1,190 840

固定負債合計 8,458 7,899

負債合計 68,642 62,256

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 5,022 5,527

自己株式 △23 △23

株主資本合計 11,460 11,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 366 306

為替換算調整勘定 △1,250 △1,498

評価・換算差額等合計 △883 △1,192

少数株主持分 203 511

純資産合計 10,780 11,285

負債純資産合計 79,422 73,542
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 (2) 【四半期連結損益計算書】
      【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 19,120

売上原価 17,800

売上総利益 1,319

販売費及び一般管理費 ※１
 1,445

営業損失（△） △125

営業外収益

受取利息 20

受取配当金 24

その他 45

営業外収益合計 90

営業外費用

支払利息 60

その他 10

営業外費用合計 70

経常損失（△） △104

特別利益

貸倒引当金戻入額 22

償却債権取立益 28

その他 0

特別利益合計 51

特別損失

関係会社清算損 17

貸倒引当金繰入額 13

その他 1

特別損失合計 32

税金等調整前四半期純損失（△） △85

法人税、住民税及び事業税 59

法人税等調整額 137

法人税等合計 197

少数株主損失（△） △15

四半期純損失（△） △268
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 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △85

減価償却費 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △641

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 60

売上債権の増減額（△は増加） 5,642

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,537

仕入債務の増減額（△は減少） △435

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,383

その他 109

小計 4,606

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △49

法人税等の支払額 △85

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 30

有形固定資産の取得による支出 △32

その他 22

投資活動によるキャッシュ・フロー 19

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,423

長期借入金の返済による支出 △42

配当金の支払額 △237

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,831

現金及び現金同等物の期首残高 10,024

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,856
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

 

 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　たな卸資産

 　　従来、販売用不動産及び不動産事業支出金は個別法による低価法、材料貯
蔵品は最終仕入原価法による原価法によっていたが、当第１四半期連結
会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９
号　平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、販売用不動産及び不動
産事業支出金は個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法)、材料貯蔵品は最終仕入原価法による
原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法)により算定している。

 　　これによる損益に与える影響はない。
 
(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用

 　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会
社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号　平成18年５
月17日)を適用している。

 　　これによる損益に与える影響はない。
 
(3) リース取引に関する会計基準の適用

 　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計
基準」(企業会計基準第13号　(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部
会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第16号　(平成６年１月18日(日本公認会計
士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日
以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること
ができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ
らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっている。

　　 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価
償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用している。

　　 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナン
ス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
を引き続き採用している。

 　　これによる損益に与える影響はない。
 

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

固定資産の減価償却費の算定方法

 

　固定資産の減価償却の方法については、連結会計年度に係る減価償却費の年
間予定額を期間按分している。
 

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

役員退職慰労引当金
　当社は、役員の退職により支給する退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上していたが、
平成20年６月27日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止日までの在任期
間に対応する退職慰労金については、各役員の退任時に支給することとしている。これに伴い、「役員退職慰労引当
金」を全額取崩し、未払いである退職慰労金については「固定負債」の「その他」に含めて表示している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１　※２その他のたな卸資産の内訳　　　　

不動産事業支出金 469百万円

材料貯蔵品 41百万円

 

２　※３※４

　　有形固定資産減価償却累計額 4,371百万円

 

１　※２その他のたな卸資産の内訳　　　　

不動産事業支出金 473百万円

材料貯蔵品 44百万円

 

２　※３※４

　　有形固定資産減価償却累計額 4,318百万円

 

３　保証債務

(外貨) (円貨)

工事履行保証 33,888千S$2,650百万円

9,955千M$324百万円

218,876千B 693百万円

1,620,000千RP20百万円

手付金保証 ― 77百万円

従業員持家ローン ― 12百万円

　計 3,779百万円

 

３　保証債務

(外貨) (円貨)

工事履行保証 37,389千S$2,712百万円

10,447千M$327百万円

201,839千B 641百万円

手付金保証 ― 105百万円

従業員持家ローン ― 14百万円

　計 3,802百万円

４　※１受取手形割引高 742百万円４　※１受取手形割引高 1,348百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　※１このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

従業員給料手当 602百万円

賞与引当金繰入額 123百万円

役員退職慰労引当金繰入額 115百万円

退職給付費用 67百万円

 
２　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業

において、契約により工事の完成引渡しが第４四半
期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連
結会計期間から第３四半期連結会計期間における売
上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著
しく多くなるといった季節的変動がある。

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年６月30日現在)

百万円

現金及び預金勘定  16,690

預入期間が３ケ月を超える定期預金等   △834

現金及び現金同等物  15,856
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(株主資本等関係)

　
当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年６月30日)
　 １　発行済株式に関する事項
　

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式　(株) 34,498,097

第Ⅰ種優先株式　(株) 3,600,000

合計　(株) 38,098,097

　

２　自己株式に関する事項
　

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式　(株) 89,560

　

３　新株予約権等に関する事項
　 　　　　　該当事項はない。

　

４　配当に関する事項
　 　(1) 配当金支払額
　

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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 206 6.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日
定時株主総会

第Ⅰ種優先株式 利益剰余金 30 8.54平成20年３月31日 平成20年６月30日

　

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会
計期間末後となるもの

　 　　　　　該当事項はない。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項
　 　　　　　該当事項はない。
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(リース取引関係)

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っているが、当四半期連結期間におけるリース取引残高は

前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載していない。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変

動が認められないため、記載していない。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末日と比較して著しい変

動が認められないため、記載していない。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はない。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
建設事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

18,773 336 10 19,120 ― 19,120

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 18,773 336 10 19,120 ― 19,120

営業利益又は営業損失(△) △ 298 170 3 △ 125 ― △ 125

(注) 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　各事業区分に属する主要な内容

 　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：不動産の売買、賃貸、仲介等に関する事業

　 その他の事業：保険代理業

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
日本
(百万円)

東南アジア
(百万円)

北米
(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

13,888 5,150 80 19,120 ― 19,120

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

62 5 ― 68 (68) ―

計 13,951 5,156 80 19,188 (68) 19,120

営業利益又は営業損失(△) △ 202 40 36 △ 125 ― △ 125

(注)　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　　　(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　地理的近接度によっている。

　　　　　(2) 各区分に属する主な国又は地域　　東南アジア：シンガポール、マレーシア、インドネシア、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ、中国、ベトナム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北　　　米：アメリカ
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,150 80 5,231

Ⅱ　連結売上高(百万円) 19,120

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

26.9 0.4 27.3

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

　　　　　(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　地理的近接度によっている。

　　　　　(2) 各区分に属する主な国又は地域　　東南アジア：シンガポール、マレーシア、インドネシア、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ、中国、ベトナム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北　　　米：アメリカ

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はない。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　(円) 255.07 259.91

　
(注)　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。

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額　　　　　      　(百万円) 10,780 11,285

純資産の部の合計額から控除する金額  (百万円) 2,003 2,342

(うち少数株主持分)　　　　　　　(百万円) (203) (511)

(うち優先株式払込金額)　　　　　(百万円) (1,800) (1,800)

(うち優先株式配当額)　　　　　　(百万円) (―) (30)

普通株式に係る四半期連結会計期間末(連結会計
年度末)の純資産額　　　　　　　　　 (百万円)

8,776 8,943

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連
結会計期間末(連結会計年度末)の普通株式の数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千株)

34,408 34,409

　

２　１株当たり四半期純損失

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失(△)　　(円) △ 7.79

　
(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため記載していない。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。
　 当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

四半期純損失(△)　　　　　　　　　　(百万円) △ 268

普通株主に帰属しない金額　　　　　　(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失(△)　　　(百万円) △ 268

普通株式の期中平均株式数　　  　　　　(千株) 34,408

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

―――――

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はない。
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２ 【その他】

該当事項はない。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月５日

株式会社　ナカノフドー建設

　　　取　締　役　会　御中

　

和　泉　監　査　法　人

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　松　　藤　　雅　　明　　印

　

業務執行社員 公認会計士　　森　　　　　英　　之　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ナカノフドー建設の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期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四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナカノフドー建設及び連結子会社の

平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。
　
　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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