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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第43期
第２四半期
累計期間

第43期
第２四半期
会計期間

第42期

会計期間

自　平成21年
　　２月１日
至　平成21年
　　７月31日

自　平成21年
　　５月１日
至　平成21年
　　７月31日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成21年
　　１月31日

売上高 (千円) 3,352,4361,446,9279,735,832

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) 42,905 △57,094 318,681

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△)

(千円) 22,908 △37,888 165,585

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) ─ 456,300 456,300

発行済株式総数 (株) ─ 4,098,0004,098,000

純資産額 (千円) ─ 4,299,1794,300,309

総資産額 (千円) ─ 6,843,8756,512,366

１株当たり純資産額 (円) ─ 1,049.301,049.57

１株当たり四半期
(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(円) 5.59 △9.25 40.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 12.50

自己資本比率 (％) ─ 62.8 66.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 320,193 ― 853,103

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △37,981 ― △234,111

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △31,832 ― △155,895

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 1,885,8171,635,438

従業員数 (名) ─ 172 173

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間にかかる主要な経常指標等の推移
については、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、持分法の対象となる重要な関連会社がないため記載しておりません。
４　第42期及び第43期第２四半期累計期間は潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式
がないため記載しておりません。

５　第43期第２四半期会計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年７月31日現在

従業員数(名) 172

(注) 従業員数は就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

　

(1) 受注工事高実績

当第２四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

特殊土木工事 1,087,433 2,724,434

住宅地盤改良工事 752,207 45,489

合計 1,841,640 2,769,923

(注) １　手持工事のうち、請負金額が50百万円以上の主なものは、次のとおりであります。

建設業者又は発注者 工事名 完成予定年月

愛知県 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(鹿伏兎第２工区) 平成22年１月

愛知県 日光川下流流域下水道事業管渠布設工事(中一色第１工区) 平成22年３月

㈱関電工 三宿付近管路新設工事 平成22年12月

㈱久本組 港区尻無川右岸(水門上流)堤防工事(その８) 平成22年３月

㈱テノックス 北部第二水再生センター第３ポンプ施設築造工事 平成21年８月

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 完成工事高実績

当第２四半期会計期間における完成工事実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 完成工事高(千円)

特殊土木工事 686,534

住宅地盤改良工事 760,393

合計 1,446,927

(注) １ 当第２四半期会計期間の完成工事のうち、請負金額が１億円以上の主なものは、次のとおりであります。

建設業者又は発注者 工事名

㈱関東創建 ヤマダ電機松戸店仮設講台築造工事

㈱西尾組 久沢鷹岡本町551号線管路新設工事

㈱鹿熊組 千曲川流域下水道事業管路施設工事

㈱ミヤマ工業 水道橋橋台基礎耐震補強工事(６拡・大和川横断工事)

松代建設工業㈱ 平成20年土更北南６号汚水幹線外工事

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第２四半期会計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
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(3) 完成工事高にかかる季節的変動について

当社の完成工事高は、通常の営業形態として、契約により工事の完成引渡しが、第４四半期会計期間に

集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における完成工事高に比べ第４四半期

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。

　
　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第2四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業の収益の大幅な減

少や設備投資の後退、雇用調整や個人消費の低迷など、景気は後退局面という状況で推移しました。

建設業界におきましては、これまで建設投資の減少を補ってきた民間設備投資が企業収益の悪化によ

り減少したことや、住宅建設投資は個人所得の減少等を背景に生活防衛意識の高まりにより、着工件数が

大幅に減少しました。

一方、公共建設投資は、公共事業の早期発注、補正予算の取り組みもありましたが、依然として厳しい受

注環境となりました。

このような状況のなかで当社は、耐震補強分野であります液状化防止のための超多点ダブルパッカー

工法による地盤改良工事や、傾いた建物の矯正工事などに営業力を集中してまいりました。

都市土木におきましては、採算性の高い工事の受注に向けた営業展開をいたしました。

この結果、売上高につきましては、公共投資の減少と価格競争の激化のなか特殊土木工事は減少とな

り、住宅地盤改良工事におきましても、住宅着工件数の減少による工事量の減少を耐震補強工事で補うな

ど営業努力をいたしましたが、売上高は14億46百万円となりました。

利益面につきましては、原価管理の徹底、経費削減に努めましたが売上高の減少が減益要因となり、営

業損失65百万円(前年同期は60百万円の営業利益)、経常損失57百万円(前年同期は79百万円の経常利益)、

四半期純損失37百万円(前年同期は23百万円の四半期純利益)となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前四半期会計期間末に比べ１億81百万

円増加し18億85百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は１億42百万円となりました。その主な要因は、売上債権の減少５億

63百万円と、仕入債務の増加１億５百万円及び、たな卸資産の増加が５億２百万円あったこと等により

ます。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって使用した資金は15百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によ

り13百万円の支出したこと等によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によって得られた資金は55百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済及び新

規借入れによる増額59百万円等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は８百万円であります。
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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２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要設備の新設、除却等の計画はありません。
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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 14,000,000

計 14,000,000

　

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21年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年９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 4,098,000 4,098,000
ジャスダック証券取

引所
単元株式数　1,000株

計 4,098,000 4,098,000― ―

　

(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21年５月１日～
平成21年７月31日

─ 4,098 ─ 456,300 ─ 340,700
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年７月31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(％)

豊住　満 名古屋市守山区 1,281 31.27

豊住　脩 名古屋市天白区 315 7.69

豊住　豊 静岡県浜松市中区 240 5.85

太洋基礎工業取引先持株会 名古屋市中川区柳森町107番地 235 5.73

今井　金次 名古屋市昭和区 156 3.82

太洋基礎工業従業員持株会 名古屋市中川区柳森町107番地 152 3.70

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄３丁目14番地12号 150 3.66

岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市神田町６丁目11番地 109 2.65

鉄建建設株式会社 東京都千代田区三崎町２丁目５番３号 100 2.44

株式会社三東工業社 滋賀県栗東市上鈎480番地 100 2.44

計 ― 2,839 69.29

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年７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) ─ ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式4,094,000 4,094 ─

単元未満株式 普通株式4,000 ― ─

発行済株式総数 4,098,000 ― ―

総株主の議決権 ― 4,094 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式796株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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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21年
２月

　
３月

　
４月

　
５月

　
６月

　
７月

最高(円) 235 245 239 285 340 350

最低(円) 220 238 230 245 287 300

(注)　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　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」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、当第２四半期会計期間(平成21年５月１日から平成21年７月31日まで)及び当第２四半期累計期間

(平成21年２月１日から平成21年７月31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50号)附則第６条第１項第５号のただ

し書きにより、改正後の四半期財務諸表等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２四半期会計期間(平成21年５月１日か

ら平成21年７月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日まで)の四

半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

「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)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①　資産基準 0.6％

②　売上高基準 1.5％

③　利益基準 2.6％

④　利益剰余金基準 0.5％

※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,197,817 1,947,438

受取手形 291,546 386,803

完成工事未収入金 687,126 1,106,580

未成工事支出金 1,391,810 783,402

その他 120,007 76,747

貸倒引当金 △98,730 △70,205

流動資産合計 4,589,579 4,230,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 294,891

※１
 304,303

機械及び装置（純額） ※１
 464,780

※１
 515,976

土地 991,730 991,730

その他 ※１
 9,355

※１
 13,938

有形固定資産合計 1,760,758 1,825,948

無形固定資産 8,097 8,646

投資その他の資産

投資有価証券 286,955 238,643

破産更生債権等 139,150 141,702

その他 279,289 289,165

貸倒引当金 △219,955 △222,507

投資その他の資産合計 485,439 447,004

固定資産合計 2,254,296 2,281,599

資産合計 6,843,875 6,512,366
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 495,904 614,470

工事未払金 605,395 561,964

1年内返済予定の長期借入金 149,141 140,326

未払法人税等 46,068 49,317

未成工事受入金 724,609 268,740

賞与引当金 34,147 33,069

役員賞与引当金 12,694 27,400

その他 150,960 205,391

流動負債合計 2,218,920 1,900,678

固定負債

長期借入金 129,246 119,207

退職給付引当金 113,889 104,361

役員退職慰労引当金 82,640 87,810

固定負債合計 325,775 311,378

負債合計 2,544,696 2,212,057

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 340,700 340,700

利益剰余金 3,476,207 3,504,513

自己株式 △290 △290

株主資本合計 4,272,916 4,301,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,262 △913

評価・換算差額等合計 26,262 △913

純資産合計 4,299,179 4,300,309

負債純資産合計 6,843,875 6,512,366
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年７月31日)

完成工事高 3,352,436

完成工事原価 2,976,448

完成工事総利益 375,987

販売費及び一般管理費 ※２
 348,787

営業利益 27,199

営業外収益

受取利息 673

その他 18,379

営業外収益合計 19,052

営業外費用

支払利息 2,121

その他 1,225

営業外費用合計 3,347

経常利益 42,905

特別利益

受取保険金 1,500

固定資産売却益 ※３
 1,457

特別利益合計 2,957

特別損失

固定資産除却損 ※４
 46

固定資産売却損 ※５
 1,424

特別損失合計 1,471

税引前四半期純利益 44,391

法人税、住民税及び事業税 43,050

法人税等調整額 △21,567

法人税等合計 21,482

四半期純利益 22,908

EDINET提出書類

太洋基礎工業株式会社(E00287)

四半期報告書

14/24



【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成21年５月１日
　至 平成21年７月31日)

完成工事高 1,446,927

完成工事原価 1,325,303

完成工事総利益 121,623

販売費及び一般管理費 ※２
 186,999

営業損失（△） △65,375

営業外収益

受取利息 456

その他 9,101

営業外収益合計 9,558

営業外費用

支払利息 1,018

その他 258

営業外費用合計 1,276

経常損失（△） △57,094

特別利益

固定資産売却益 ※３
 1,457

特別利益合計 1,457

特別損失

固定資産除却損 ※４
 10

特別損失合計 10

税引前四半期純損失（△） △55,647

法人税、住民税及び事業税 △15,263

法人税等調整額 △2,495

法人税等合計 △17,759

四半期純損失（△） △37,888
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 44,391

減価償却費 109,752

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,973

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,077

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,705

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,170

受取利息及び受取配当金 △3,296

支払利息 2,121

固定資産除却損 46

有形固定資産売却損益（△は益） △32

受取保険金 △1,500

売上債権の増減額（△は増加） 514,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △604,750

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,552

仕入債務の増減額（△は減少） △75,134

未成工事受入金の増減額（△は減少） 455,869

その他 △98,513

小計 362,919

利息及び配当金の受取額 3,296

利息の支払額 △2,121

保険金の受取額 1,500

法人税等の支払額 △45,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △252,000

定期預金の払戻による収入 252,000

有形固定資産の取得による支出 △31,901

有形固定資産の売却による収入 1,809

投資有価証券の取得による支出 △7,950

その他 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △81,146

配当金の支払額 △50,686

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,379

現金及び現金同等物の期首残高 1,635,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,885,817

EDINET提出書類

太洋基礎工業株式会社(E00287)

四半期報告書

16/24



【四半期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２四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　企業会計基準第９号(平成18年７月５日))を第１四

半期会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更し

ております。これによる損益に与える影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日)

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、事業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。

 

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社機械及び装置については、従来耐用年数を５～15年としておりましたが、当第１四半期会計期間より６年に変

更いたしました。

この変更は、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)及び(所得税法等

の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令　平成20年４月30日政令第164条))に

より、耐用年数を見直した結果によるものであります。

この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、完成工事総利益は6,132千円減少し、営業利益、経常利益及び

税引前四半期純利益はそれぞれ6,200千円減少しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

※１有形固定資産の減価償却累計額 ※１有形固定資産の減価償却累計額

3,825,979千円 3,734,855千円

　

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年７月31日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として第４四半

期会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった

季節的な変動があります。

※２販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 90,164千円

貸倒引当金繰入額 29,420

試験研究費 24,270

役員賞与引当金繰入額 11,221

従業員賞与 8,995

賞与引当金繰入額 6,584

役員退職慰労引当金繰入額 4,580

退職給付費用 3,211

※３固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,457千円

※４固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車輛廃車 46千円

※５固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,424千円

 

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として第４四半

期会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった

季節的な変動があります。

※２販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 43,862千円

貸倒引当金繰入額 27,960

従業員賞与 8,995

試験研究費 8,375

役員賞与引当金繰入額 5,845

役員退職慰労引当金繰入額 2,110

退職給付費用 1,406

※３固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,457千円

※４固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車輛廃車 10千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年７月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年７月31日)

現金及び預金 2,197,817千円

預入期間が３か月超の定期預金 △312,000

現金及び現金同等物 1,885,817
 

　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年７月31日)及び当第２四半期累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21

年７月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 4,098,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 796

　

　

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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年４月24日
定時株主総会

普通株式 51,21512円50銭平成21年１月31日 平成21年４月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期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

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外のファイナンス・リース取引について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、当第２四半期会計期間末におけるリース取引の残高は前事業年度末に比べ著しい

変動が認められないため記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額は前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

　

　

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

　 　

　 1,049.30円
　

　 　

　 1,049.57円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 5.59円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─円
　

(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、潜在株式がないため記載しておりません。

　　 ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 22,908

普通株式に係る四半期純利益(千円) 22,908

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,097

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △9.25円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─円
　

(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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載をしておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △37,888

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △37,888

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,097
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

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21年９月11日

太洋基礎工業株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　藤　　　　　孝　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　哲　　也

　

　

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」に掲げられている太洋

基礎工業株式会社の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第43期事業年度の第２四半期会計期間

(平成21年５月１日から平成21年７月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年７

月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

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財務諸表の作成基準に準拠して、太洋基礎工業株式会社の平成21年７月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

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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