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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】

　

回次
第78期

第２四半期連結
累計期間

第79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79期
第２四半期連結
会計期間

第78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21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 10,875,30810,913,9887,661,2747,291,26141,800,497

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △1,069,572△358,135△360,022△50,792 403,185

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △1,087,526△228,876△373,335△47,307 337,588

純資産額 (千円) ― ― 3,816,4734,953,8065,199,261

総資産額 (千円) ― ― 29,012,03124,921,02229,693,746

１株当たり純資産額 (円) ― ― 237.78 308.54 324.15

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △68.13 △14.34 △23.39 △2.96 21.15

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 19.76 17.42

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,126,2402,202,150 ― ― 1,791,893

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △67,342△127,212 ― ― △230,387

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,364,437△924,421 ― ― △1,270,128

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,445,1724,198,3583,048,736

従業員数 (名) ― ― 557 537 536

(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、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はありません。

　

　

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21年９月30日現在

従業員数(名) 537(258)

(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21年９月30日現在

従業員数(名) 515(238)

(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
前第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
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

工事部門(％) 85.1 85.6

製品等販売部門(％) 14.9 14.4

計(％) 100.0 100.0

　

(2) 工事部門の工事種類別比率
　

工事種類別

完成工事 手持工事

前第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

(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間末
(平成21年９月30日)

舗装(％) 95.0 94.7 94.7

土木等(％) 5.0 5.3 5.3

計(％) 100.0 100.0 100.0

　

(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)

前第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

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

舗装 8,305,59013,675,01621,980,6078,300,84113,679,765

土木等 435,087950,2511,385,339626,637758,702

計 8,740,67814,625,26823,365,9468,927,47814,438,468

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

舗装 15,119,96727,921,50343,041,47034,735,8808,305,590

土木等 401,0401,645,9772,047,0171,611,929435,087

計 15,521,00729,567,48045,088,48736,347,8098,740,678

(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)

前第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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

舗装 7,090,315 1,765,222 8,855,538

土木等 42,621 356,850 399,471

計 7,132,937 2,122,072 9,255,010

　

(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)

前第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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

舗装 3,806,341 2,106,029 5,912,370

土木等 37,119 291,952 329,071

計 3,843,461 2,397,981 6,241,442

（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

平成20年度　伊豆縦貫沢地道路舗装工事 国土交通省中部地方整備局

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(％)

国土交通省 862,296 13.8
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(7) 繰越工事高（平成21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 11,934,0281,745,73713,679,765

土木等 273,107 485,594 758,702

計 12,207,1352,231,33214,438,468

（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

東関東自動車道　千葉管内舗装補修工事 東日本高速道路株式会社 平成23年４月

東北自動車道　富谷地区舗装工事 東日本高速道路株式会社 平成22年７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10月

宮崎東自動車道　都城管内舗装補修工事 西日本高速道路株式会社 平成21年10月

176号西宮生瀬電線共同溝工事 国土交通省近畿地方整備局 平成23年２月

　

(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)

前第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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

212,175105,784807,086242,2631,049,820

（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 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、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等

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２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果により一部に景気底打ちの兆しが

見られるものの、企業業績の停滞による設備投資の減少に加え、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷は依然

として続いており、実体としては厳しい状況で推移しました。

　道路建設業界におきましても、公共投資は引続き低水準で推移していることから、受注競争が一段と激

化し、厳しい事業環境にありました。

　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まいりました。その結果、当第２四

半期連結会計期間における受注高は103億４百万円、売上高は72億９千１百万円、経常損失は５千万円、四

半期純損失は４千７百万円となりました。

　事業の部門別の業績は、次のとおりであります。

　　（工事部門）

工事受注高は92億５千５百万円、完成工事高は62億４千１百万円、完成工事総利益は１億９千７百万円

となりました。

　　（製品等販売部門）

製品等受注高、売上高は10億４千９百万円、製品等売上総利益は２億３千７百万円となりました。

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があ

ります。

　

(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39億１千６百万円に比べて２億８千１百万円増加して41億９千８百万円となりまし

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、９億１千３百万円の減少（前年同期は20

億１千１百万円の減少）となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。

　　（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、７千４百万円の減少（前年同期は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ものです。

　　（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、12億６千９百万円の増加（前年同期は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８百万円であります。

　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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12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
単元株式数
1,000株

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
(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21年７月１日～
平成21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21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３－４－33 980 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１－18－４ 750 4.7

常盤工業株式会社 東京都千代田区九段北４－２－38 525 3.3

資金管理サービス信託銀行
株式会社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１－８－12 368 2.3

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 富山県中新川郡立山町鉾木 220 283 1.8

計 ― 8,662 54.2
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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3,000株（議決権3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925株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21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21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 76 104 105 145 151 119

最低(円) 53 70 81 87 108 91

(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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成し

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、前第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）及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,198,358 3,048,736

受取手形・完成工事未収入金等 4,890,674 13,915,963

未成工事支出金 ※４
 4,972,829 2,901,240

その他のたな卸資産 ※１
 256,472

※１
 230,384

繰延税金資産 193,816 65,592

その他 970,640 304,360

貸倒引当金 △168,699 △276,887

流動資産合計 15,314,091 20,189,390

固定資産

有形固定資産

土地 6,001,629 6,001,629

その他（純額） 2,343,116 2,254,907

有形固定資産計 ※２
 8,344,746

※２
 8,256,537

無形固定資産 74,441 86,586

投資その他の資産

投資有価証券 781,292 760,982

長期貸付金 110,465 112,559

破産更生債権等 384,108 309,574

繰延税金資産 3,773 3,773

その他 291,444 283,101

貸倒引当金 △395,508 △323,969

投資その他の資産計 1,175,575 1,146,021

固定資産合計 9,594,762 9,489,145

繰延資産 12,167 15,209

資産合計 24,921,022 29,693,746

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 5,071,225 10,400,238

短期借入金 5,514,050 6,213,220

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 216,596 256,596

未払法人税等 37,817 58,235

未成工事受入金 3,201,929 1,828,640

賞与引当金 131,409 107,400

完成工事補償引当金 24,725 24,683

工事損失引当金 ※４
 143,680 8,550

その他 907,130 683,558

流動負債合計 15,348,564 19,681,123
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

固定負債

社債 300,000 350,000

長期借入金 240,778 349,076

繰延税金負債 39,226 36,251

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 2,766,829 2,796,434

その他 101,375 111,157

固定負債合計 4,618,651 4,813,361

負債合計 19,967,215 24,494,485

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 832,027 1,084,841

自己株式 △3,592 △3,592

株主資本合計 3,449,537 3,702,352

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 58,695 54,147

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 1,500 2,394

評価・換算差額等合計 1,474,335 1,470,681

少数株主持分 29,933 26,227

純資産合計 4,953,806 5,199,261

負債純資産合計 24,921,022 29,693,746
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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：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 ※２
 10,875,308

※２
 10,913,988

売上原価 10,853,889 10,270,163

売上総利益 21,418 643,825

販売費及び一般管理費 ※１
 1,041,997

※１
 953,316

営業損失（△） △1,020,579 △309,491

営業外収益

受取利息 6,659 4,088

受取配当金 12,223 10,215

持分法による投資利益 11,505 6,599

雑収入 20,456 10,968

営業外収益合計 50,844 31,872

営業外費用

支払利息 97,843 74,102

雑支出 1,993 6,413

営業外費用合計 99,837 80,516

経常損失（△） △1,069,572 △358,135

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 36,648

その他 616 －

特別利益合計 8,488 36,648

特別損失

固定資産除却損 3,391 5,623

割増退職金 2,025 3,143

特別損失合計 5,416 8,766

税金等調整前四半期純損失（△） △1,066,500 △330,253

法人税等 ※３
 24,025

※３
 △105,082

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,998 3,705

四半期純損失（△） △1,087,526 △228,876
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 ※２
 7,661,274

※２
 7,291,262

売上原価 7,486,404 6,856,415

売上総利益 174,870 434,847

販売費及び一般管理費 ※１
 515,862

※１
 462,145

営業損失（△） △340,991 △27,298

営業外収益

受取利息 4,507 2,037

受取配当金 809 3,078

持分法による投資利益 11,505 6,477

雑収入 10,347 4,291

営業外収益合計 27,170 15,884

営業外費用

支払利息 45,861 34,995

雑支出 339 4,383

営業外費用合計 46,201 39,378

経常損失（△） △360,022 △50,792

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 5,132

割増退職金 2,025 1,965

特別損失合計 5,311 7,097

税金等調整前四半期純損失（△） △361,657 △57,889

法人税等 ※３
 11,489

※３
 △12,495

少数株主利益 188 1,912

四半期純損失（△） △373,335 △47,307
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 △330,253

減価償却費 115,718 137,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,929 △36,648

その他の引当金の増減額（△は減少） 193,657 129,576

受取利息及び受取配当金 △18,882 △14,303

支払利息 97,843 74,102

持分法による投資損益（△は益） △11,505 △6,599

その他の営業外損益（△は益） △14,569 △5,823

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 5,623

その他の特別損益（△は益） △2,269 3,143

売上債権の増減額（△は増加） 11,482,160 10,322,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,717,763 △2,097,676

仕入債務の増減額（△は減少） △4,451,278 △5,335,655

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,931 △511,419

小計 2,596,683 2,334,388

利息及び配当金の受取額 19,041 14,306

利息の支払額 △89,707 △81,768

法人税等の支払額 △51,776 △45,534

その他 △348,001 △19,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,126,240 2,202,150

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 △98,501

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 △1,682

投資有価証券の売却による収入 667 389

ゴルフ会員権の売却による収入 2,428 15,600

貸付けによる支出 △68,942 △55,174

貸付金の回収による収入 64,575 55,269

その他 7,321 △43,113

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,342 △127,212
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

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 △700,000

長期借入金の返済による支出 △148,298 △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 －

社債の償還による支出 － △50,000

配当金の支払額 △15,594 △23,499

その他 － △2,623

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,364,437 △924,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,471 △893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 691,989 1,149,622

現金及び現金同等物の期首残高 2,753,182 3,048,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,445,172

※１
 4,198,358
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【継続企業の前提に関する事項】

　

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21年４月１日  至　平成21年９月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

　（1）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が適用され

たことに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四半期連結会計期間末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約の工事については、工事完成基準を引き続き適用して

おります。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る売上高は865百万円増

加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ８百万円減少しております。

 

　

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日)

　（四半期連結貸借対照表関係）

前第２四半期連結会計期間において独立掲記しておりました「原材料及び貯蔵品」（当第２四半期連結会

計期間は245,515千円）、「預り金」（当第２四半期連結会計期間は64,367千円）及び「長期未払金」（当第

２四半期連結会計期間は81,619千円）は、金額が僅少となったため、それぞれ「その他のたな卸資産」、流動

負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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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21年４月１日  至　平成21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の相殺消去

　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、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21年４月１日  至　平成21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、当該見積実効税率を用いて

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、法定実効税率を使用する方法によっており

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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　 10,956千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　245,515千円　　　　　　

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　 13,400千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　216,984千円　　　　　　

※２　有形固定資産減価償却累計額   12,178,515千円※２　有形固定資産減価償却累計額   12,157,888千円

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㈱ 11,250千円

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㈱ 15,750千円

※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで

表示しております。損失の発生が見込まれる工事

契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当

金に対応する額は2,539,515千円であります。　

　　　　　　　　　───────
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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

　
前第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２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日 至　平成21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。

従業員給与手当 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

※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。

従業員給与手当 438,516千円

賞与引当金繰入額 37,297千円

退職給付引当金繰入額 33,612千円

減価償却費 18,497千円

※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。

※２　　　　　　　　　同左

※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。

※３　　　　　　　　　同左

　

　

第２四半期連結会計期間

　
前第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

(自　平成21年７月１日 至　平成21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。

従業員給与手当 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

※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。

従業員給与手当 205,157千円

賞与引当金繰入額 17,043千円

退職給付引当金繰入額 15,807千円

減価償却費 9,322千円

※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。

※２　　　　　　　　　同左

※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。

※３　　　　　　　　　同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21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

現金及び預金勘定 3,445,172千円

現金及び現金同等物 3,445,172千円
 

※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 4,198,358千円

現金及び現金同等物 4,198,358千円
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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21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日

　至平成21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) 19,925

　

　

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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 23 1.5平成21年３月31日 平成21年６月29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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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２四半期連結会計

期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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】

前第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２四半期連結会計

期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月

30日）

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】

前第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２四半期連結会計

期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　308.54円 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　324.15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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,953,806 5,199,261

普通株式に係る純資産額(千円) 4,923,873 5,173,033

差額の内訳(千円) 　 　

　少数株主持分 29,933 26,227

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 19

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)

15,958 15,958

　

２  １株当たり四半期純損失金額

第２四半期連結累計期間

　
前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額　　　　　　　 68.13円 １株当たり四半期純損失金額　　　　　　　 14.34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
前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

四半期純損失(千円) 1,087,526 228,876

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) 1,087,526 228,876

期中平均株式数(千株) 15,961 15,958
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第２四半期連結会計期間

　
前第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
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額　　　　　　　 23.39円 １株当たり四半期純損失金額　　　　　　　 2.96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
前第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
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

四半期純損失(千円) 373,335 47,307

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) 373,335 47,307

期中平均株式数(千株) 15,961 15,958

　
　

　

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月10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    大　村　　　茂    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    川　松　久　芳    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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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。

　

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社は第

１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を

適用している。

　

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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