
　
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年８月13日

【四半期会計期間】 第78期第１四半期(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30

日)

【会社名】 株式会社佐藤渡辺

【英訳名】 WATANABE SATO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　渡　邉　忠　泰

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布一丁目18番４号

【電話番号】 東京（3453）7351　代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員　　角　谷　正　人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布一丁目18番４号

【電話番号】 東京（3453）7351　代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員　　角　谷　正　人

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

　(東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号)

　

EDINET提出書類

株式会社佐藤渡辺(E00167)

四半期報告書

 1/25



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78期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第77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 (千円) 3,214,033 38,020,402

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △722,589 165,201

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △714,191 537,655

純資産額 (千円) 4,251,699 4,875,274

総資産額 (千円) 29,128,401 31,945,643

１株当たり純資産額 (円) 265.00 303.84

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △44.74 33.68

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 14.52 15.18

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,137,792 △404,154

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △34,154 569,099

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,902,453 38,383

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,951,660 2,753,182

従業員数 (名) 557 558

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、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

おりません 。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動ありません。

　

　

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ありません。

　

　

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) 557(237)

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 540(221)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。

２　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 売上高に対する部門別比率
　

部門別
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)

工事部門(％) 75.4

製品等販売部門(％) 24.6

計(％) 100.0

　

(2) 工事部門の工事種類別比率
　

工事種類別

完成工事 繰越工事

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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

舗装(％) 90.7 96.2

土木等(％) 9.3 3.8

計(％) 100.0 100.0

　

(3) 売上高にかかる季節的変動について

建設事業においては、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ります。

　

(4) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高
　

期別 工事
種類別

期首繰越
工事高
(千円)

期中受注
工事高
(千円)

計
(千円)

期中完成
工事高
(千円)

期末繰越
工事高
(千円)

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)

舗装 15,119,9674,703,82719,823,7942,198,28517,625,509

土木等 401,040522,548923,588225,464698,124

計 15,521,0075,226,37620,747,3832,423,74918,323,633

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

舗装 11,559,81134,016,78945,576,60030,456,63315,119,967

土木等 1,080,6781,883,9362,964,6152,563,575401,040

計 12,640,48935,900,72648,541,21533,020,20815,521,007

(注) １　前期以前に受注した工事で、契約の更新により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減分を含

みます。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれます。

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）であります。
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(5) 受注工事高
　

期別 工事種類別 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円)

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)

舗装 3,023,371 1,680,456 4,703,827

土木等 234,363 288,185 522,548

計 3,257,734 1,968,641 5,226,376

　

(6) 完成工事高
　

期別 工事種類別 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円)

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)

舗装 753,015 1,445,269 2,198,285

土木等 25,898 199,565 225,464

計 778,914 1,644,835 2,423,749

（注）2 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は次のとおり
であります。

　　　　当第１四半期連結会計期間完成工事高

相手先 金額(千円) 割合(％)

東京ガス株式会社 502,956 20.8

　

(7) 繰越工事高（平成20年６月30日現在）
　

工事種類別 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円)

舗装 15,273,9762,351,53217,625,509

土木等 365,607 332,516 698,124

計 15,639,5842,684,04918,323,633

（注）繰越工事のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　繰越工事のうち３億円以上の主なもの

工事件名 発注者 完成予定

第二名神高速道路　大津舗装工事 西日本高速道路株式会社 平成20年８月

北関東自動車道　二宮舗装工事 東日本高速道路株式会社 平成21年３月

中国自動車道　藤巻橋床版補修工事 西日本高速道路株式会社 平成20年８月

麻布電線共同溝工事 国土交通省関東地方整備局 平成20年11月

国道９号唐戸電線共同溝工事 国土交通省中国地方整備局 平成21年３月
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(8) 販売実績

　　　アスファルト合材等の販売実績は次のとおりであります。

　

期別

アスファルト合材 その他
売上金額
(千円)

売上高
合計
(千円)製造数量(t)販売数量(t)

販売金額
(千円)

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)

164,475 89,042 604,755185,528790,283

（注）製造数量と販売数量との差異は、連結会社の請負工事に使用した数量であります。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間は、前年度から繰り越した大型工事の完成時期が第２四半期以降にずれ込

みましたが、ほぼ例年どおりの金額で推移しております。

　受注高は60億１千６百万円、売上高は32億１千４百万円となり、繰越工事高は183億２千３百万円となり

ました。

　利益につきましては、経常損失が７億２千２百万円、四半期当期純損失が７億１千４百万円となりまし

た。

　事業の部門別の業績は、次のとおりであります。

　　（工事部門）

当第１四半期受注高は、公共工事予算規模の抑制が続くなか、民間工事の受注確保に積極的な営業活動

を展開したことなどから、52億２千６百万円となりました。

　完成工事高は、前年度繰越工事の当第１四半期完成計上の一部が繰り延べとなり、24億２千３百万円と

なりました。

　利益につきましては、季節的変動により最も低調な時期であり、この時期に施工する工事の受注競争は

一段と厳しいことにより、完成工事総損失が５千万円となりました。

　　（製品等販売部門）

当第１四半期受注高、売上高は、官公庁工事発注量の減少に伴い販売量が減少するなか、民間顧客開拓

に努めた結果、７億９千万円となりました。

　利益につきましては、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰による影響、また、季節的変動により出

荷量が少ない時期ではありますが、固定費はほぼ均等に発生することなどにより製品等売上総損失は１

億３百万円となりました。

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が著し

く大きくなります。一方、営業所経費、販売費及び一般管理費がほぼ均等に発生するという季節的変動によ

る損失であり、第１四半期連結会計期間としては概ね予想通りであります。
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(2) 財政状態の分析

　　（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産の残高は291億２千８百万円となり、前連結会計年度末と比較して

28億１千７百万円減少しました。これは現金及び預金が11億９千８百万増加したこと、受取手形・完成工

事未収入金等が77億５千万円減少したこと、手持工事高の増加に伴い未成工事支出金が33億３千３百万

円増加したことが主な要因であります。

　　（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債の残高は248億７千６百万円となり、前連結会計年度末と比較して

21億９千３百万円減少しました。支払手形・工事未払金等が33億１千７百万円減少したこと、借入金の返

済に伴い短期借入金が28億１千３百万円減少したこと、手持工事高の増加に伴い未成工事受入金が39億

１千１百万円増加したことが主な要因であります。

　　（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は42億５千１百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て６億２千３百万円減少しました。これは当第１四半期純損失を７億１千４百万円計上したことが主な

要因です。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末の27億５千３百万円に比べて11億９千８百万円増加して39億５千１百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は41億３千７百万円の増加となりました。これは主に売上債権の減少、たな卸資産

の増加、仕入債務の減少等によるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は３千４百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

が主な要因です。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は29億２百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の減少によるもので

す。

　

(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、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

び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費は約７百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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ありません。

　

　

(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、除却等はありません。
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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 60,000,000

計 60,000,000

　

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13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 15,978,500 15,978,500ジャスダック証券取引所 ─

計 15,978,500 15,978,500 ― ―

　

(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、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 15,978,500─ 1,751,500─ 600,000

　

(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おりません。
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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

きませんので、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おります。

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 ─ ― ─

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  14,000

― ─

完全議決権株式(その他)
普通株式        
  15,936,000

15,936 ─

単元未満株式
普通株式        

  28,500
― ─

発行済株式総数 15,978,500― ―

総株主の議決権 ― 15,936 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株（議決権8個）ふく

まれております。

 ２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式445株が含まれております。

　

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）
株式会社佐藤渡辺

東京都港区南麻布
1－18－4

14,000 ─ 14,000 0.09

計 ― 14,000 ─ 14,000 0.09

　

　

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) 122 139 132

最低(円) 102 117 111

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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）に準じて記載しております。

　なお、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）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま

す。

　

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)の四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人により四半期

レビューを受けております。

　なお、太陽ＡＳＧ監査法人は、平成20年７月15日付けをもって、法人組織を有限責任監査法人へ移行し、名

称を太陽ＡＳＧ有限責任監査法人に変更しております。
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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：千円）

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 3,951,660 2,753,182

受取手形・完成工事未収入金等 4,968,748 12,719,240

未成工事支出金 9,787,611 6,454,374

原材料及び貯蔵品 249,036 237,683

その他のたな卸資産 ※１
 19,974

※１
 7,212

繰延税金資産 3,446 3,795

その他 584,721 350,801

貸倒引当金 △186,913 △248,622

流動資産合計 19,378,285 22,277,667

固定資産

有形固定資産

土地 6,116,562 6,116,562

その他（純額） 2,235,393 2,281,768

有形固定資産合計 ※２
 8,351,955

※２
 8,398,331

無形固定資産 54,594 57,273

投資その他の資産

投資有価証券 943,016 804,817

長期貸付金 114,812 115,833

破産更生債権等 402,349 354,102

繰延税金資産 3,420 3,420

その他 294,372 302,670

貸倒引当金 △414,406 △368,471

投資その他の資産合計 1,343,565 1,212,371

固定資産合計 9,750,115 9,667,976

資産合計 29,128,401 31,945,643

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 7,749,203 11,067,012

短期借入金 4,820,856 7,634,632

1年内返済予定の長期借入金 292,221 294,096

未払法人税等 20,305 70,484

預り金 130,006 258,529

未成工事受入金 6,535,491 2,624,287

賞与引当金 71,960 －

完成工事補償引当金 25,285 25,116

工事損失引当金 179,220 48,270

その他 289,453 239,266

流動負債合計 20,114,002 22,261,694
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（単位：千円）

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)

固定負債

長期借入金 520,898 593,172

長期未払金 94,876 102,892

繰延税金負債 164,263 138,685

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441

退職給付引当金 2,812,220 2,803,482

固定負債合計 4,762,699 4,808,674

負債合計 24,876,702 27,070,369

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 3,272 733,427

自己株式 △3,172 △3,024

株主資本合計 2,621,202 3,351,505

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 199,323 86,702

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △4,488 △1,782

評価・換算差額等合計 1,608,974 1,499,060

少数株主持分 21,521 24,709

純資産合計 4,251,699 4,875,274

負債純資産合計 29,128,401 31,945,643
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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：千円）

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 ※２
 3,214,033

売上原価 3,367,485

売上総損失（△） △153,452

販売費及び一般管理費 ※１
 539,175

営業損失（△） △692,627

営業外収益

受取利息 2,151

受取配当金 11,413

雑収入 10,108

営業外収益合計 23,673

営業外費用

支払利息 51,981

雑支出 1,654

営業外費用合計 53,635

経常損失（△） △722,589

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,774

その他 2,077

特別利益合計 17,851

特別損失

固定資産除却損 105

特別損失合計 105

税金等調整前四半期純損失（△） △704,842

法人税、住民税及び事業税 ※３
 12,535

少数株主損失（△） △3,187

四半期純損失（△） △714,191
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 （3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第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（△） △704,842

減価償却費 56,289

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,774

その他の引当金の増減額（△は減少） 211,817

受取利息及び受取配当金 △13,565

支払利息 51,981

その他の営業外損益（△は益） △4,932

有形固定資産除却損 105

その他の特別損益（△は益） △2,077

売上債権の増減額（△は増加） 11,653,449

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,357,351

仕入債務の増減額（△は減少） △3,327,679

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,152

小計 4,549,571

利息及び配当金の受取額 13,418

利息の支払額 △44,981

法人税等の支払額 △51,803

その他 △328,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,137,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △39,683

無形固定資産の取得による支出 △750

貸付けによる支出 △34,800

貸付金の回収による収入 34,589

その他 6,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,154

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） △2,815,000

長期借入金の返済による支出 △74,149

自己株式の取得による支出 △148

配当金の支払額 △13,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,902,453

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,198,477

現金及び現金同等物の期首残高 2,753,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,951,660
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

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)

該当事項はありません。

　

　

　

【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)

１　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

　従来、原価法によっていましたが、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」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、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り下げの方法）により算定しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　（2）連結財務諸表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、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正

をおこなっております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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【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)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しております。

２　たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

４　退職給付費用の期間按分

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分する方法により算定しております。

５　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。

６　連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権

と債務を消去しております。

連結会社相互間の取引を相殺消去

　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性がとぼしいときには、親会社の金額に合わせる方法により

相殺消去しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

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)

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

【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)

　有形固定資産耐用年数の変更

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、法定耐用年

数及び資産区分が見直されました。これにより、当社及び国内連結子会社の機械装置について、当第１四半期

連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更を行っております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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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　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　 　19,974千円

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　　  7,212千円

※２　有形固定資産減価償却累計額   12,092,823千円※２　有形固定資産減価償却累計額   12,041,956千円

　３　債務保証

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っております。

ＳＷテクノ㈱ 24,990千円

　３　債務保証

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っております。

ＳＷテクノ㈱ 28,491千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
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　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

従業員給料手当　　　　　　　　247,661千円　　　　　　

賞与引当金繰入額　　　　　　　 21,095千円　　　　　　

退職給付引当金繰入額　　　　　 17,941千円　　　　　　

減価償却費　　　　　　　　　　 11,312千円　　　　　　

※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ります。

※３　法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

　

　

(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)

※１　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

現金及び預金勘定 3,951,660千円

現金及び現金同等物 3,951,660千円
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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) 15,978,500

　

　

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) 15,785

　

　

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

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 15 1 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

　　　該当事項はありません。

　

　

　

(リース取引関係)

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

行っておりますが、当四半期連結会計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、記載しておりません。
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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)

建設事業の単一セグメントのため記載しておりません。

　

　

【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)

本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

の記載を省略しております。

　

　

【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)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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　　　　　　　　　　265.00円 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　303.84円

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結累計期間末
(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(千円) 4,251,699 4,875,274

普通株式に係る純資産額(千円) 4,230,177 4,850,565

差額の内訳(千円)

　少数株主持分 21,521 24,709

普通株式の発行済株式数(千株) 15,978 15,978

普通株式の自己株式数(千株) 15 14

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
数(千株)

15,962 15,964

　

　

２．１株当たり四半期純損失金額

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金額 44.74円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

      2. １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
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(千円) 714,191

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式に係る四半期純損失(千円) 714,191

期中平均株式数(千株) 15,963

　

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。
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２【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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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11日

株式会社佐藤渡辺

取締役会　御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　新　　村　　　　実　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　村　　　　茂　　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

会社佐藤渡辺の平成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、株式会社佐藤渡辺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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