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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

当第２四半期
連結累計期間

第67期
当第２四半期
連結会計期間

第66期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 50,383 31,263 116,360

経常利益 (百万円) 672 777 2,536

四半期(当期)純利益 (百万円) 291 559 1,767

純資産額 (百万円) ― 9,007 11,285

総資産額 (百万円) ― 75,358 73,542

１株当たり純資産額 (円) ― 255.37 259.91

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 8.46 16.26 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 (％) ― 11.7 14.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,494 ― △ 2,344

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 203 ― 5,014

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,527 ― △ 5,294

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 10,175 10,024

従業員数 (名) ― 1,131 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期当第２四半期連結累計期間及び第67期当第２四半期連結会計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益」については、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、消却を行ったことによ

り、潜在株式が存在しない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２四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２四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９月30日現在

従業員数(名) 1,131

(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９月30日現在

従業員数(名) 824

(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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日　
　　至　平成20年９月30日）

建設事業(百万円) 22,314

　

(2) 売上実績
　

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日　
　　至　平成20年９月30日）

建設事業(百万円) 30,897

不動産事業(百万円) 355

その他の事業(百万円) 10

合計 31,263

(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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

建築工事 100,719 52,105 152,82434,088118,735

土木工事 1,950 671 2,622 706 1,915

計 102,669 52,777155,44634,795120,651

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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

建築工事 6,349 15,220 21,569

土木工事 568 14 583

計 6,918 15,234 22,152

　

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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
　  至　平成20年９月30日）

建築工事 358 20,535 20,893

土木工事 203 36 240

計 561 20,571 21,133

　

④　繰越工事高(平成20年９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 23,888 94,847 118,735

　土木工事 908 1,006 1,915

計 24,797 95,854 120,651
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２ 【経営上の重要な契約等】

　特記事項はない。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
　 (1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世

界的な金融不安の影響や原油高による国内の物価上昇など、依然として厳しい状況にあり、また今後の

先行きについても不透明な状況にある。

当社の主要事業である民間建設部門は、金融市場の混乱や原材料価格の高騰などを背景とする企業

の設備投資意欲の減退、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の激化、建設資材の

高騰、不動産市況の悪化などにより、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２四半期連結会計期間の業績は以下のとおりとなった。

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308億97百万円に不動産事業他３億65百万円を合わせ、312億63百万円となった。

損益面においては、営業利益は、完成工事利益率の改善などにより８億66百万円となり、経常利益は、

７億77百万円となった。また、法人税等合計１億65百万円の計上により、四半期純利益は５億59百万円

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

当社グループの当第２四半期連結会計期間の受注高は、国内建設事業218億98百万円に海外建設事

業４億15百万円を合わせ、223億14百万円となった。

売上高は、国内建設事業206億38百万円に海外建設事業102億59百万円を合わせ、308億97百万円と

なった。営業利益については、当社及び海外子会社の完成工事総利益の増加などにより、６億51百万

円となった。

　

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、３億55百万円となり、営業利益は２億10百万円と

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４百万円となった。
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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210億10百万円となり、営業利益は４億27百万円と

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102億66百万円となり、営業利益は

３億77百万円となった。

　

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90百万円となり、営業利益は61百万円と

なった。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、第１四半期連結会計期間末に比べ40億64百万円減少し、

753億58百万円となった。これは、「受取手形・完成工事未収入金等」が15億85百万円増加したが、「現

金預金」が58億93百万円減少したことなどによるものである。

負債の部は、第１四半期連結会計期間末に比べ22億91百万円減少し、663億51百万円となった。これ

は、「短期借入金」が45億37百万円増加したが、「支払手形・工事未払金等」が38億20百万円及び「未

成工事受入金」が28億95百万円減少したことなどによるものである。

純資産の部は、第１四半期連結会計期間末に比べ17億72百万円減少し、90億７百万円となった。これ

は、当四半期純利益５億59百万円を計上したが、優先株式を消却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。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四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

利益７億57百万円を計上したが、売上債権の増加並びに仕入債務及び未成工事受入金の減少などによ

り、80億10百万円のマイナスとなった。

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、１億83百万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、優先株式の取得及び長期借入金の返済による支出などが

あったが、短期借入金の増加などにより、23億85百万円のプラスとなった。

この結果、当第２四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、第１四半期連

結会計期間末に比べ56億81百万円減少し、101億75百万円となった。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は７百万円であった。

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２四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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11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 34,498,09734,498,097

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

計 34,498,09734,498,097― ―

　

　

(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７月４日
 (注)

△3,600,00034,498,097― 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。
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

財団法人大島育英会 東京都千代田区九段北四丁目２番28号 6,756 19.58

関東興業株式会社 東京都江戸川区船堀三丁目７番13号 3,600 10.43

大　島　義　和 東京都千代田区 3,071 8.90

マリーン興業株式会社 東京都江戸川区東小松川三丁目１番１号 2,000 5.79

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,647 4.77

株式会社ＭＢサービス 東京都江戸川区船堀三丁目７番13号 1,200 3.47

有　田　信　子 東京都港区 1,170 3.39

ナカノ従業員持株会 東京都千代田区九段北四丁目２番28号 854 2.47

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 624 1.81

ナカノ友愛会投資会 東京都千代田区九段北四丁目２番28号 602 1.74

計 ― 21,526 62.40

　

　

(6) 【議決権の状況】

　
① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
 普通株式     95,000

―
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
          34,186,000

          68,372 同上

単元未満株式  普通株式  　217,097 ― １単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 34,498,097― ―

総株主の議決権 ―            68,372 ―

(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2,000株(議決権４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155株が含まれている。
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② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（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

95,000          ─ 95,000 0.27

計 ― 95,000          ─ 95,000 0.27

　

　

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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 279 353 312 288 270 194

最低(円) 261 267 271 254 176 121

(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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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

現金預金 10,796 10,857

受取手形・完成工事未収入金等 ※１
 17,664

※１
 21,557

未成工事支出金 24,355 18,849

その他のたな卸資産 ※２
 504

※２
 518

繰延税金資産 535 812

その他 2,520 2,078

貸倒引当金 △677 △697

流動資産合計 55,700 53,976

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） ※３
 3,561

※３
 3,548

土地 10,888 10,895

その他（純額） ※４
 435

※４
 377

有形固定資産合計 14,885 14,822

無形固定資産 152 146

投資その他の資産

投資有価証券 2,658 2,932

繰延税金資産 1,052 729

その他 1,154 1,160

貸倒引当金 △245 △225

投資その他の資産合計 4,619 4,597

固定資産合計 19,658 19,565

資産合計 75,358 73,542
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 28,783 32,788

1年内償還予定の社債 100 100

短期借入金 9,058 3,139

未払法人税等 128 94

未成工事受入金 18,146 15,666

引当金 898 1,377

その他 1,020 1,189

流動負債合計 58,135 54,356

固定負債

社債 850 900

長期借入金 5,034 5,208

繰延税金負債 381 277

退職給付引当金 696 673

負ののれん 257 －

その他 995 840

固定負債合計 8,215 7,899

負債合計 66,351 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 3,659 5,527

自己株式 △25 △23

株主資本合計 10,095 11,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138 306

為替換算調整勘定 △1,448 △1,498

評価・換算差額等合計 △1,310 △1,192

少数株主持分 222 511

純資産合計 9,007 11,285

負債純資産合計 75,358 73,542
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 50,383

売上原価 46,830

売上総利益 3,553

販売費及び一般管理費 ※１
 2,811

営業利益 741

営業外収益

受取利息 53

受取配当金 24

負ののれん償却額 28

その他 15

営業外収益合計 121

営業外費用

支払利息 137

その他 53

営業外費用合計 190

経常利益 672

特別利益

貸倒引当金戻入額 24

償却債権取立益 28

その他 1

特別利益合計 54

特別損失

関係会社清算損 17

貸倒引当金繰入額 33

その他 5

特別損失合計 55

税金等調整前四半期純利益 671

法人税、住民税及び事業税 175

法人税等調整額 187

法人税等合計 362

少数株主利益 17

四半期純利益 291
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 31,263

売上原価 29,029

売上総利益 2,233

販売費及び一般管理費 ※１
 1,366

営業利益 866

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 0

負ののれん償却額 14

その他 4

営業外収益合計 51

営業外費用

支払利息 77

その他 63

営業外費用合計 141

経常利益 777

特別利益

貸倒引当金戻入額 2

その他 1

特別利益合計 3

特別損失

貸倒引当金繰入額 19

その他 3

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 757

法人税、住民税及び事業税 115

法人税等調整額 50

法人税等合計 165

少数株主利益 32

四半期純利益 559
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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利益 671

減価償却費 156

負ののれん償却額 △28

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） △316

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22

受取利息及び受取配当金 △77

支払利息 137

売上債権の増減額（△は増加） 3,651

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,507

仕入債務の増減額（△は減少） △3,739

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,503

その他 △744

小計 △3,262

利息及び配当金の受取額 77

利息の支払額 △153

法人税等の支払額 △155

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,494

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 210

有形固定資産の取得による支出 △75

有形固定資産の売却による収入 25

無形固定資産の取得による支出 △9

投資有価証券の取得による支出 △9

その他 62

投資活動によるキャッシュ・フロー 203

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） 6,003

長期借入金の返済による支出 △259

社債の償還による支出 △50

自己株式の取得による支出 △1,923

配当金の支払額 △237

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150

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 ※１
 10,175
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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、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

 　　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、第１四半期連結会計期間よりこれら
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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 468百万円

材料貯蔵品 36百万円

 

２　※３※４

　　有形固定資産減価償却累計額 4,376百万円

 

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$2,451百万円

7,593千M$227百万円

263,163千B 797百万円

1,620,000千RP19百万円

手付金保証 ― 47百万円

従業員持家ローン ― 12百万円

　計 3,555百万円

 

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 1,581百万円４　※１受取手形割引高 1,348百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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 1,188百万円

賞与引当金繰入額 253百万円

役員退職慰労引当金繰入額 115百万円

退職給付費用 133百万円
 
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。

 

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９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 586百万円

賞与引当金繰入額 129百万円

退職給付費用 66百万円
 
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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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

(平成20年９月30日現在)

百万円

現金預金勘定  10,796

預入期間が３ケ月を超える定期預金等   △621

現金及び現金同等物  10,175
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(株主資本等関係)

　
当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)
　 １　発行済株式に関する事項
　

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式　(株) 34,498,097 

　

２　自己株式に関する事項
　

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式　(株) 95,155

　

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２四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２四半期連結会
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
　

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 5,061 1,400 5,527 △23 11,966

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

　剰余金の配当 △237 △237

　四半期純利益 291 291

　自己株式の取得　(注) △1,923 △1,923

　自己株式の消却　(注) △1,922 1,922 ―

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

△1,868 △1 △1,870

当第２四半期連結会計期間末残高 5,061 1,400 3,659 △25 10,095

　 (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日付けで第Ⅰ種

優先株式(3,600千株)を1,922百万円で取得し、これを消却した。
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

30,897 355 10 31,263 ― 31,263

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 30,897 355 10 31,263 ― 31,263

営業利益 651 210 4 866 ― 866

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

49,671 691 20 50,383 ― 50,383

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 49,671 691 20 50,383 ― 50,383

営業利益 352 381 8 741 ― 741

　

(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
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

20,913 10,259 90 31,263 ― 31,263

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

97 7 ― 105 (105) ―

計 21,010 10,266 90 31,368 (105) 31,263

営業利益 427 377 61 866 ― 866

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

34,802 15,410 171 50,383 ― 50,383

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

160 13 ― 173 (173) ―

計 34,962 15,423 171 50,556 (173) 50,383

営業利益 225 417 98 741 ― 741

　

(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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,259 90 10,349

Ⅱ　連結売上高(百万円) 31,263

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

32.8 0.3 33.1

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 15,410 171 15,581

Ⅱ　連結売上高(百万円) 50,383

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

30.6 0.3 30.9

　

(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
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 255.37 259.91

　

(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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 9,007 11,285

純資産の部の合計額から控除する金額  (百万円) 222 2,342

(うち少数株主持分)　　　　　　　(百万円) (222) (511)

(うち優先株式払込金額)　　　　　(百万円) (―) (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)

8,785 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)

34,402 34,409

　

２　１株当たり四半期純利益

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益　　　　(円) 8.46 16.26

　

(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、潜在株式が存在していないため、記載していない。

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

(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

四半期純利益　　　　　　　　　　　　(百万円) 291 559

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利益　　　　　(百万円) 291 559

普通株式の期中平均株式数　　  　　　　(千株) 34,406 34,404
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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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はない。

　

(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11月11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２四半期連結会計

期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平

成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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