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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78期

第２四半期連結
累計期間

第78期
第２四半期連結
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
　　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 (千円) 10,875,3087,661,27438,020,402

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △1,069,572△360,022 165,201

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △1,087,526△373,335 537,655

純資産額 (千円) ― 3,816,4734,875,274

総資産額 (千円) ― 29,012,03131,945,643

１株当たり純資産額 (円) ― 237.78 303.84

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △68.13 △23.39 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 (％) ― 13.08 15.18

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,126,240 ― △404,154

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △67,342 ― 569,099

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,364,437 ― 38,383

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 3,445,1722,753,182

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おりますので、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）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。

　主要な関係会社の異動は、「３　関係会社の状況」のとおりであります。

　

　

３ 【関係会社の状況】

主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

(1) 当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに当社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(持分法適用関連会社)

あすか創建㈱ 東京都品川区 356,543管、土木工事 21.4
建設工事の受注、施工
役員の兼務１名

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 557（238）

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（　）内に第２四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９月30日現在

従業員数(名) 538（219）

(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（　）内に第２四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)

工事部門(％) 85.1

製品等販売部門(％) 14.9

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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

舗装(％) 95.0 95.0

土木等(％) 5.0 5.0

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)

舗装 15,119,96710,537,26225,657,2298,388,11917,269,110

土木等 401,0401,061,5181,462,558553,066909,491

計 15,521,00711,598,78027,119,7888,941,18618,178,601

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額を含

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)

舗装 3,630,778 2,202,656 5,833,435

土木等 25,739 513,230 538,969

計 3,656,517 2,715,887 6,372,404

　

(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)

舗装 3,815,664 2,374,169 6,189,834

土木等 41,941 285,660 327,602

計 3,857,606 2,659,830 6,517,436

（注）１　完成工事高のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　当第２四半期連結会計期間の完成工事のうち３億円以上の主なもの

工事件名 発注者

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

　　　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２四半期連結会計期間完成工事高

相手先 金額(千円) 割合(％)

西日本高速道路株式会社 2,040,923 31.3

　

(7) 手持工事高（平成20年９月30日現在）
　

工事種類別 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円)

舗装 15,089,0902,180,01917,269,110

土木等 349,405 560,086 909,491

計 15,438,4952,740,10618,178,601

（注）手持工事のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　手持工事のうち３億円以上の主なもの

工事件名 発注者 完成予定

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11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

九州自動車道　久留米管内舗装補修工事 西日本高速道路株式会社 平成21年８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)

210,648108,322834,981308,8571,143,838

（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。

　

　

　

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。
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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問題に端を発した世界的な信

用不安・金融不安が一段と高まっており、また、原油・資材価格の高騰や円高の進行などにより景気の減

速感が強まる展開となりました。

　道路建設業界におきましては、公共工事の発注抑制や民間建設工事の発注遅延などから、受注競争がさ

らに激化するとともに、原油価格高騰に伴う資材等価格の上昇も加わり、厳しい事業環境にあります。

　当社グループでは、このような状況下、顧客第一・品質重視の経営姿勢を堅持し、工事受注と製品販売の

拡大に向けて既存顧客の深耕や、新規顧客の開拓などに総力を挙げて参りました。その結果、当第２四半

期連結会計期間における受注高は75億１千６百万円、売上高は76億６千１百万円、経常損失は３億６千万

円、四半期純損失は３億７千３百万円となりました。

　事業の部門別の業績は、次のとおりであります。

　　（工事部門）

公共工事予算規模の抑制が続くなか、工事受注高は63億７千２百万円、完成工事高は65億１千７百万

円、工事総利益は２億２百万円となりました。

　　（製品等販売部門）

官公庁工事発注量の減少及び原油価格をはじめとする原材料価格の高騰による影響を受け、当第２四

半期製品売上高は11億４千３百万円、製品等売上総損失は２千７百万円となりました。

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比較的集中するため、第

１四半期から第３四半期に比べ、第４四半期の売上高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ことから、当社グループの売上高及び損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、前第１四半期

連結会計期間末の39億５千１百万円に比べて５億６百万円減少して34億４千５百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金は、20億１千１百万円の減少となりました。こ

れは主に売上債権の増加、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）

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金は、３千３百万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）

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金は、15億３千８百万円の増加となりました。こ

れは主に短期借入金の増加、社債の発行による収入等によるものです。

　

(3) 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、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。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は約６百万円であります。

　なお、当第２四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ありません。

　

　

(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、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 15,978,500 15,978,500ジャスダック証券取引所 ─

計 15,978,500 15,978,500 ― ―

(注)

　

(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
(株)

発行済株式
総数残高
(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９月30日

─ 15,978,500─ 1,751,500─ 600,000
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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(％)

渡　邉　忠　雄 東京都港区 1,746 10.9

有限会社創翔
東京都港区南麻布１－22－６
創翔館201号

1,656 10.4

東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 1,206 7.5

株式会社アスカ 東京都港区六本木７－３－３ 980 6.1

宇部興産株式会社 山口県宇部市大字小串1978－96 805 5.0

佐藤渡辺従業員持株会 東京都港区南麻布１－18－４ 687 4.3

常盤工業株式会社 東京都千代田区九段北４－２－38 525 3.3

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 343 2.1

佐藤鉄工株式会社 富山県新川郡立山町鉾木 220 283 1.8

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１－18－６ 270 1.7

計 ― 8,501 53.2

　

　

EDINET提出書類

株式会社佐藤渡辺(E00167)

四半期報告書

10/29



(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  19,000

― ―

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

23,500
― ―

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4,000株（議決権4個）含ま

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425株が含まれております。

　

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）
株式会社佐藤渡辺

東京都港区南麻布
１－18－４

19,000 ─ 19,000 0.12

計 ― 19,000 ─ 19,000 0.12

　

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) 122 139 132 117 106 84

最低(円) 102 117 111 100 80 73

(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）については、「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、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。
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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 3,445,172 2,753,182

受取手形・完成工事未収入金等 4,599,446 12,719,240

未成工事支出金 10,107,052 6,454,374

原材料及び貯蔵品 287,470 237,683

その他のたな卸資産 ※１
 22,510

※１
 7,212

繰延税金資産 3,536 3,795

その他 1,011,095 350,801

貸倒引当金 △173,700 △248,622

流動資産合計 19,302,583 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） 2,252,490 2,281,768

有形固定資産合計 ※２
 8,369,052

※２
 8,398,331

無形固定資産 55,104 57,273

投資その他の資産

投資有価証券 868,110 804,817

長期貸付金 115,931 115,833

破産更生債権等 425,919 354,102

繰延税金資産 3,420 3,420

その他 285,284 302,670

貸倒引当金 △431,964 △368,471

投資その他の資産合計 1,266,701 1,212,371

固定資産合計 9,690,858 9,667,976

繰延資産 18,589 －

資産合計 29,012,031 31,945,643

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,619,231 11,067,012

短期借入金 5,935,609 7,634,632

1年内償還予定の社債 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 290,346 294,096

未払法人税等 39,757 70,484

預り金 85,131 258,529

未成工事受入金 6,058,470 2,624,287

賞与引当金 111,420 －

完成工事補償引当金 25,895 25,116

工事損失引当金 124,800 48,270
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（単位：千円）

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)

その他 742,297 239,266

流動負債合計 20,132,958 22,261,694

固定負債

社債 400,000 －

長期借入金 448,624 593,172

長期未払金 94,876 102,892

繰延税金負債 140,246 138,685

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 2,808,410 2,803,482

固定負債合計 5,062,599 4,808,674

負債合計 25,195,557 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 △340,273 733,427

自己株式 △3,569 △3,024

株主資本合計 2,277,259 3,351,505

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 107,617 86,702

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △4,253 △1,782

評価・換算差額等合計 1,517,503 1,499,060

少数株主持分 21,710 24,709

純資産合計 3,816,473 4,875,274

負債純資産合計 29,012,031 31,945,643

EDINET提出書類

株式会社佐藤渡辺(E00167)

四半期報告書

14/29



(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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 ※２
 10,875,308

売上原価 10,853,889

売上総利益 21,418

販売費及び一般管理費 ※１
 1,041,997

営業損失（△） △1,020,579

営業外収益

受取利息 6,659

受取配当金 12,223

持分法による投資利益 11,505

雑収入 20,456

営業外収益合計 50,844

営業外費用

支払利息 97,843

雑支出 1,993

営業外費用合計 99,837

経常損失（△） △1,069,572

特別利益

固定資産売却益 1,460

不動産売買契約違約金 3,677

貸倒引当金戻入額 2,734

その他 616

特別利益合計 8,488

特別損失

固定資産除却損 3,391

割増退職金 2,025

特別損失合計 5,416

税金等調整前四半期純損失（△） △1,066,500

法人税等 ※３
 24,025

少数株主損失（△） △2,998

四半期純損失（△） △1,087,526
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

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 ※２
 7,661,274

売上原価 7,486,404

売上総利益 174,870

販売費及び一般管理費 ※１
 515,862

営業損失（△） △340,991

営業外収益

受取利息 4,507

受取配当金 809

持分法による投資利益 11,505

雑収入 10,347

営業外収益合計 27,170

営業外費用

支払利息 45,861

雑支出 339

営業外費用合計 46,201

経常損失（△） △360,022

特別利益

固定資産売却益 1,460

不動産売買契約違約金 2,216

特別利益合計 3,676

特別損失

固定資産除却損 3,286

割増退職金 2,025

特別損失合計 5,311

税金等調整前四半期純損失（△） △361,657

法人税等 ※３
 11,489

少数株主利益 188

四半期純損失（△） △373,335
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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損失（△） △1,066,500

減価償却費 115,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,929

その他の引当金の増減額（△は減少） 193,657

受取利息及び受取配当金 △18,882

支払利息 97,843

持分法による投資損益（△は益） △11,505

その他の営業外損益（△は益） △14,569

有形固定資産売却損益（△は益） △1,460

有形固定資産除却損 3,391

その他の特別損益（△は益） △2,269

売上債権の増減額（△は増加） 11,482,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,717,763

仕入債務の増減額（△は減少） △4,451,278

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,931

小計 2,596,683

利息及び配当金の受取額 19,041

利息の支払額 △89,707

法人税等の支払額 △51,776

その他 △348,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,126,240

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 △72,323

有形固定資産の売却による収入 3,680

無形固定資産の取得による支出 △4,750

投資有価証券の売却による収入 667

ゴルフ会員権の売却による収入 2,428

貸付けによる支出 △68,942

貸付金の回収による収入 64,575

その他 7,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,342

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） △1,700,000

長期借入金の返済による支出 △148,298

自己株式の取得による支出 △544

社債の発行による収入 500,000

配当金の支払額 △15,594

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,364,437

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,471
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（単位：千円）

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)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 691,989

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
 3,445,172
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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)

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　持分法の適用に関する事項の変更

　（1）持分法適用関連会社

　平成20年７月に当社が株式を所有しているあすか創建㈱が自己株式を取得したことにより、議決権の

所有割合が20％を超え重要性があることから、当第２四半期連結会計期間より持分法適用の範囲に含め

ております。

 

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、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、当第２四半期連結累計期間において、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

　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、当第２四半期連結累計期間において、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　たな卸資産の評価方法

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。

２　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。

３　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。

４　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。

５　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)

　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。ただし、当該見積実行税率を用いて

税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実行税率を使用する方法によっており

ます。

　

【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)

　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、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、当第２四半期連結累計期間において、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　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　 　22,510千円

※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   12,084,063千円※２　有形固定資産減価償却累計額   12,041,956千円

　３　保証債務

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㈱ 21,489千円

　３　保証債務

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
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(四半期連結損益計算書関係)

　
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　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　　　　　　　　480,275千円　　　　　　

賞与引当金繰入額　　　　　　　 32,610千円　　　　　　

退職給付引当金繰入額　　　　　 35,863千円　　　　　　

減価償却費　　　　　　　　　　 22,810千円　　　　　　

※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「法人税等」に含めて表示しております。

　

　

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　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　　　　　　　　232,613千円　　　　　　

賞与引当金繰入額　　　　　　　 11,514千円　　　　　　

退職給付引当金繰入額　　　　　 17,921千円　　　　　　

減価償却費　　　　　　　　　　 11,497千円　　　　　　

※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「法人税等」に含めて表示しております。
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(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

現金預金勘定 3,445,172千円

現金及び現金同等物 3,445,172千円
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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) 15,978,500

　

　

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) 19,425

　

　

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。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

あすか創建㈱は持分比率が増加しため、新たに持分法適用関連会社となりました。この結果、当第２四

半期連結会計期間において利益剰余金が29,789千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において利益

剰余金が△340,273千円となっております。
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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)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)については、建設事業の単一セグメントのため記載を

省略しております。

　

　

【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)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)については、本邦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)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)については、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)　 237.78 303.84

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

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(千円) 3,816,473 4,875,274

普通株式に係る純資産額(千円) 3,794,763 4,850,565

差額の内訳(千円)

　少数株主持分 21,710 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) 19 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)

15,959 15,964

　

　

２　１株当たり四半期純損失金額

　
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株当たり四半期純損失(円) 68.13 23.39

(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。

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)

四半期純損失(千円) 1,087,526 373,335

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) 1,087,526 373,335

期中平均株式数(千株) 15,961 15,961

　

　

　

(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11月12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、株式会社佐藤渡辺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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