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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193期

第２四半期連結
累計期間

第194期
第２四半期連結
累計期間

第193期
第２四半期連結
会計期間

第194期
第２四半期連結
会計期間

第193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（百万円） 35,152 30,633 22,436 14,986 82,416

経常利益（損失）（百万円） △1,585 233 203 570 △567

四半期（当期）純利益（損失）

（百万円）
△6,874 80 △3,252 512 △7,881

純資産額（百万円） － － 22,437 21,592 21,376

総資産額（百万円） － － 88,495 73,712 88,041

１株当たり純資産額（円） － － 180.30 173.43 171.81

１株当たり四半期（当期）純利益

（損失）（円）
△55.72 0.65 △26.36 4.16 △63.88

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 25.1 29.0 24.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,413 1,549 － － △2,522

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
458 158 － － 3,804

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△70 △3,380 － － △885

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 4,183 3,856 5,526

従業員数（人） － － 857 721 741

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 第193期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

第193期第２四半期連結累計(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、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。　

第194期第２四半期連結累計(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、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）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

　

　

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）連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数（人）
721  

[76]  

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）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（人）
651  

[72]  

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）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、受注及び売上の状況】

(1）受注実績

区分
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）　

建設事業（百万円） 15,688 12,483

開発事業等（百万円） 18 81

合計（百万円） 15,706 12,564

(2）売上実績

区分
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）　

建設事業（百万円） 21,693 14,565

不動産事業（百万円） 726 337

開発事業等（百万円） 17 83

不動産事業等計（百万円） 743 420

合計（百万円） 22,436 14,986

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当社グループでは建設事業及び開発事業等以外は受注生産を行っておりません。

３．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」は記載しておりません。

　　　　４．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。

５．売上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。

　　　　　　　前第２四半期連結会計期間　　　国土交通省　　　 7,770百万円　　　 34.6％

当第２四半期連結会計期間　　　国土交通省　　　 7,819百万円　　　 52.2％
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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ります。　

(1)受注高、完成工事高、繰越工事高

期別 区分

期　　首

　繰越工事高

　（百万円）

期　　中

　受注工事高

（百万円）　

計

　（百万円）

期　　中

　完成工事高

　（百万円）

期　　末

繰越工事高　

（百万円）

　前第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）

　建設事業      

　海上土木 36,980 12,810 49,790 15,733 34,057

　陸上土木　 18,265 7,768 26,034 5,142 20,892

　建築　 26,487 3,610 30,098 11,549 18,548

計 81,733 24,190 105,923 32,425 73,497

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 1,248 －

　開発事業等 37 52 89 27 61

計 37 52 89 1,275 61

合計 81,770 24,242 106,012 33,701 73,559

　当第２四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年９月30日）

　建設事業      

　海上土木 24,956 13,747 38,704 16,475 22,228

　陸上土木　 21,470 5,434 26,904 7,797 19,107

　建築　 6,327 895 7,222 4,647 2,575

計 52,753 20,078 72,832 28,920 43,911

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 521 －

　開発事業等 0 26 26 23 3

計 0 26 26 544 3

合計 52,753 20,104 72,858 29,464 43,914

　前事業年度

　（自平成20年４月１日

　　至平成21年３月31日）

　建設事業      

　海上土木 36,980 25,304 62,284 37,327 24,956

　陸上土木　 18,265 18,276 36,542 15,072 21,470

　建築　 23,340 6,716 30,057 23,730 6,327

計 78,586 50,297 128,884 76,130 52,753

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 2,864 －

　開発事業等 37 195 233 233 0

計 37 195 233 3,097 0

合計　 78,624 50,493 129,117 79,227 52,753

　（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に増減がある場合は、当期受注高にその増減額を含ん

でおります。

　　　　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。

　　　　３．前事業年度の期首繰越工事高のうち事業の中止等の理由により建築工事の受注額3,146百万円を減額修正し　てお

ります。
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　(2)受注工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　前第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）

　海上土木 11,581 1,228 12,810

　陸上土木 5,862 1,906 7,768

　建築工事 985 2,625 3,610

　計 18,430 5,759 24,190

　当第２四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年９月30日）

　海上土木 13,398 349 13,747

　陸上土木 4,802 632 5,434

　建築工事 53 842 895

　計 18,254 1,824 20,078

　

　(3)完成工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　前第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）

　海上土木 14,341 1,391 15,733

　陸上土木 3,330 1,811 5,142

　建築工事 469 11,079 11,549

　計 18,141 14,283 32,425

　当第２四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年９月30日）

　海上土木 15,391 1,084 16,475

　陸上土木 5,250 2,546 7,797

　建築工事 1,011 3,635 4,647

　計 21,653 7,266 28,920

　

　　（注）売上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。

前第２四半期会計期間　　　国土交通省　　　 7,770百万円　　　 36.4％

前第２四半期累計期間　　　国土交通省　　　10,222百万円　　　 30.3％

当第２四半期会計期間　　　国土交通省　　　 7,819百万円　　　 54.0％

当第２四半期累計期間　　　国土交通省　　　14,042百万円　　　 47.7％

　(4)繰越工事高（平成21年９月30日現在）

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　当第２四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年９月30日）

　海上土木 20,323 1,905 22,228

　陸上土木 16,009 3,097 19,107

　建築工事 369 2,205 2,575

　計 36,702 7,208 43,911
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２【事業等のリスク】

　　　　当社グループは、前連結会計年度に策定いたしました中期経営計画に基づき、安定した黒字体質の構築と、財務体質の

改善強化を図っております。資金面におきましては、取引金融機関との協定書を平成21年６月30日付で更新したこ

とにより、多くの取引金融機関から、引き続き安定的なサポートを頂けると認識しておりますが、今後の市場環境の

予期せぬ急変等により、その体制に変化が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財務状態に重要な影響を

およぼす可能性があります。

　　　　また、現在の厳しい経済環境が継続した場合には、受注環境の悪化、賃貸用不動産を含む不動産時価の下落等により、

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響をおよぼす可能性があります。

　　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等のリスクはありません。また、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上記以外の重要な変更はありません。なお、文中の将来に関する事項は、本

四半期報告書提出日（平成21年11月13日）現在において当社グループが判断したものであります。

　

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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の後退に一部持ち直しの兆しが見られたものの、依然とし

て自立性に乏しく、企業の収益環境を背景にした雇用情勢の悪化は続き、総じて厳しい状況で推移いたしました。

　　　　　建設業界におきましては、公共投資の抑制、民間設備投資の減少から建設市場の低迷が続く中、受注競争は激しさを

増しており、当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状態で推移いたしました。このため、売上高につ

きましては主に建築工事の売上高の減少により前年同期比33.2％減の149億円となりました。

　　　　　このような状況の下で、当社グループは、前連結会計年度に策定いたしました中期経営計画に基づき経営の効率化と

業績の向上に努めてまいりました結果、損益につきましては、営業利益0.8億円(前年同期比ほぼ増減なし)となりま

した。これに、持分法による投資利益７億円を加え、経常利益は前年同期比180.4％増の５億円、税金等調整前四半

期純利益は５億円(前年同期は税金等調整前四半期純損失８億円)、四半期純利益は５億円(前年同期は四半期純損

失32億円)となりました。

　　　　　事業の種類別セグメントごとの業績を示すと次のとおりであります。(事業の種類別セグメントごとの業績について

は、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しております。)

　　   (建設事業)

　　　　  建設事業を取り巻く環境は、建設市場の低迷が続く中、受注競争は更に激化し、厳しい状態が続いております。当社

グループはそのような状況のもと努力を続けてまいりました結果、建設事業の売上高は前年同期比32.9％減の145

億円、損益につきましては、利益率の向上等により、営業利益は前年同期比182.5％増の1.2億円となりました。

　　   (不動産事業等)

　      　不動産事業を取り巻く環境は、景気の先行き不透明感などから、厳しい状態が続いております。当社グループはこ

のような状況を考慮の上、販売活動を行いましたが、当社グループの不動産事業等の売上高は前年同期比

42.2％減の４億円、営業損失は0.4億円(前年同期は営業利益0.3億円)となりました。

　

　(2) キャッシュ・フローの状況

　        当社グループは、キャッシュ・フローの安定化を図りながら、財務体質の改善・資産の効率化に取り組んでおり

ます。

　        当第２四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、工事代金の回収及び販売用不動

産の売却に努めましたが、14億円の資金の減少（前年同期は12億円の資金の減少）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有形固定資産の売却により0.1億円の資金の増加（前年同

期は４億円の資金の増加）となりました。

　        財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債の圧縮に努めましたが、３億円の資金の増加（前年

同期は８億円の資金の増加）となりました。

　        以上の結果、現金及び現金同等物四半期末残高は、前連結会計年度末残高から16億円減少し、38億円となりまし

た。
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　(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　(4) 研究開発活動

　　　　　当第２四半期連結会計期間における研究開発費は23百万円でありました。なお、当第２四半期連結会計期間におい

て、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　　　　　なお、連結子会社では特筆すべき研究開発活動を行っておりません。

　

　(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　　当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事

代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入により調達するこ

とにしております。　

　　　　　平成21年９月30日現在の有利子負債は、短期借入金208億円、長期借入金６億円、社債７億円となっており、約定弁済

を進めたものの、第１四半期連結会計期間末に比べ３億円の有利子負債増加となりました。当社グループは、今後

とも財務体質の改善・効率化を推し進め、有利子負債の圧縮を図る方針であります。
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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、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。

　

　

　

　

EDINET提出書類

若築建設株式会社(E00081)

四半期報告書

 9/31



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 240,000,000

計 240,000,000

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 129,649,939 129,649,939
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 129,649,939 129,649,939 － －

（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
（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21年７月１日～　　　

　　　　平成21年９月30日
－ 129,649,939 － 15,431 － 3,857
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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（％）

若築建設協力会社持株会 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号　 6,253 4.82

住友信託銀行株式会社　 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 5,276 4.07

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）　

東京都中央区晴海一丁目８番11号　　　　　　　　

　　　　　　　　　

3,940 3.04

株式会社三井住友銀行　 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号　 3,150 2.43

株式会社千葉銀行　 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号　 2,922 2.25

CBNY-DFA INVESTMENT TRUST
COMPANY-JAPAN SMALL CO 
SERIES

1299 OCEAN AVENUE,11F,

SANTA MONICA,CA 90401 USA　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

2,894 2.23

(常任代理人　シティバンク銀行株
式会社)　

（東京都品川区東品川二丁目３番14号）
  

財団法人石橋奨学会　 福岡県福岡市博多区中呉服町２番１号　　 2,060 1.59

昭和化学工業株式会社　 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号 1,900 1.47

日本証券金融株式会社　
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号

　
1,773 1.37

若築建設従業員持株会　 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号　　 1,753 1.35

計 － 31,922 24.62

　（注）当社が所有する自己株式6,285千株（4.85%）は上記に含めておりません。
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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）  普通株式   6,285,000 － 　－

完全議決権株式（その他）  普通株式 123,145,000 123,145 　　　　　 －（注）１

単元未満株式  普通株式     219,939 －
　１単元（1,000株）

　未満の株式（注）２

発行済株式総数 129,649,939 －   －

総株主の議決権           － 123,145   －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、6,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が624株含まれております。

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(％)

　若築建設株式会社
東京都目黒区下目黒

二丁目23番18号　
6,285,000 － 6,285,000 4.85

計 － 6,285,000 － 6,285,000 4.85

　

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

平成21年
５月

平成21年
６月

平成21年
７月

平成21年
８月

平成21年
９月

最高（円） 58 70 93 80 69 61

最低（円） 33 48 61 55 61 46

　（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ります。

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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則及び建設業法施行規則に基づ

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及び建設業法施行規則に基づいて

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

期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、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は有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けております監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月

１日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。
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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：百万円）

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 3,866 5,533

受取手形・完成工事未収入金等 ※1
 18,491

※1
 31,552

販売用不動産 ※1
 14,603

※1
 14,825

未成工事支出金等 5,737 5,544

繰延税金資産 1,168 1,168

立替金 3,550 2,671

その他 1,885 2,327

貸倒引当金 △163 △149

流動資産合計 49,139 63,472

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 ※1
 4,255

※1
 4,400

機械、運搬具及び工具器具備品 4,385 4,512

船舶 4,349 4,528

土地 ※1
 7,601

※1
 7,679

その他 15 5

減価償却累計額 △9,991 △10,272

有形固定資産計 10,616 10,855

無形固定資産 108 108

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 12,597

※1
 12,135

その他 ※3
 1,540

※3
 1,732

貸倒引当金 △302 △279

投資その他の資産計 13,835 13,588

固定資産合計 24,560 24,551

繰延資産 12 16

資産合計 73,712 88,041
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 16,687 25,244

1年内償還予定の社債 ※1
 400

※1
 1,160

短期借入金 ※1
 20,888

※1
 22,885

未払法人税等 100 64

未成工事受入金等 4,406 7,119

引当金 197 116

その他 3,128 3,297

流動負債合計 45,809 59,887

固定負債

社債 ※1
 300

※1
 500

長期借入金 ※1
 668

※1
 1,092

再評価に係る繰延税金負債 1,666 1,670

退職給付引当金 3,429 3,258

その他 245 255

固定負債合計 6,310 6,777

負債合計 52,120 66,664

純資産の部

株主資本

資本金 15,431 15,431

資本剰余金 5,154 5,154

利益剰余金 645 572

自己株式 △691 △691

株主資本合計 20,541 20,467

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 51 △67

土地再評価差額金 802 795

評価・換算差額等合計 854 728

少数株主持分 196 181

純資産合計 21,592 21,376

負債純資産合計 73,712 88,041
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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）

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

完成工事高 33,795 29,769

兼業事業売上高 1,357 863

売上高合計 35,152 30,633

売上原価

完成工事原価 32,499 27,652

兼業事業売上原価 960 714

売上原価合計 33,460 28,366

売上総利益

完成工事総利益 1,295 2,117

兼業事業総利益 396 149

売上総利益合計 1,692 2,267

販売費及び一般管理費 ※1
 2,734

※1
 2,177

営業利益又は営業損失（△） △1,042 89

営業外収益

受取利息 13 16

受取配当金 20 12

保険配当金 28 －

持分法による投資利益 － 633

その他 15 25

営業外収益合計 79 688

営業外費用

支払利息 331 330

持分法による投資損失 273 －

支払手数料 － 115

その他 16 99

営業外費用合計 621 544

経常利益又は経常損失（△） △1,585 233
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（単位：百万円）

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)

特別利益

前期損益修正益 32 59

固定資産売却益 5 17

投資有価証券売却益 76 －

その他 8 27

特別利益合計 122 104

特別損失

前期損益修正損 35 51

固定資産売却損 3 25

固定資産除却損 2 15

減損損失 ※3
 1,041 9

貸倒引当金繰入額 1,803 －

その他 110 61

特別損失合計 2,996 162

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,458 174

法人税、住民税及び事業税 87 82

法人税等調整額 2,310 △3

法人税等合計 2,398 78

少数株主利益 17 15

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,874 80
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

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

完成工事高 21,693 14,565

兼業事業売上高 743 420

売上高合計 22,436 14,986

売上原価

完成工事原価 20,481 13,465

兼業事業売上原価 603 379

売上原価合計 21,085 13,845

売上総利益

完成工事総利益 1,211 1,099

兼業事業総利益 139 41

売上総利益合計 1,351 1,141

販売費及び一般管理費 ※1
 1,267

※1
 1,057

営業利益 83 83

営業外収益

受取利息 12 13

受取配当金 1 0

保険配当金 3 －

持分法による投資利益 286 799

その他 0 8

営業外収益合計 304 821

営業外費用

支払利息 173 165

支払手数料 － 97

その他 11 72

営業外費用合計 184 335

経常利益 203 570
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（単位：百万円）

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)

特別利益

前期損益修正益 19 44

固定資産売却益 2 13

投資有価証券売却益 76 －

その他 6 13

特別利益合計 104 72

特別損失

前期損益修正損 24 42

固定資産売却損 3 3

固定資産除却損 0 12

投資有価証券評価損 － 18

減損損失 ※3
 1,041 －

その他 86 6

特別損失合計 1,155 83

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△847 558

法人税、住民税及び事業税 54 36

法人税等調整額 2,339 －

法人税等合計 2,394 36

少数株主利益 10 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,252 512
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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）

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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△4,458 174

減価償却費 221 141

減損損失 1,041 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △342 170

その他の引当金の増減額（△は減少） 58 80

受取利息及び受取配当金 △34 △29

支払利息 331 330

持分法による投資損益（△は益） 273 △633

有価証券売却損益（△は益） △63 △10

固定資産除売却損益（△は益） 1 23

売上債権の増減額（△は増加） 5,829 13,060

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,235 △193

たな卸資産の増減額（△は増加） 738 222

仕入債務の増減額（△は減少） △1,951 △8,556

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,488 △2,712

その他の資産の増減額（△は増加） 1,741 △316

その他の負債の増減額（△は減少） △756 △216

その他 30 38

小計 △1,062 1,620

利息及び配当金の受取額 33 326

利息の支払額 △297 △343

法人税等の支払額 △87 △54

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,413 1,549

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 △128 △46

有形固定資産の売却による収入 19 122

投資有価証券の取得による支出 △104 △3

投資有価証券の売却による収入 524 21

貸付けによる支出 △101 △32

貸付金の回収による収入 72 57

その他 177 39

投資活動によるキャッシュ・フロー 458 158
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（単位：百万円）

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） 1,437 △1,156

長期借入れによる収入 605 －

長期借入金の返済による支出 △1,354 △1,263

社債の償還による支出 △756 △960

配当金の支払額 △2 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △0

預金の担保提供による支出 － △438

預金の担保解除による収入 － 438

財務活動によるキャッシュ・フロー △70 △3,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △997 △1,670

現金及び現金同等物の期首残高 5,180 5,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,183 3,856
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【表示方法の変更】

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）

（四半期連結損益計算書関係）

　「保険配当金」（当第２四半期連結累計期間７百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第２四半期連結累計期

間において営業外収益総額の100分の20を下回ったため、当第２四半期連結累計期間より営業外収益の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。

　「投資有価証券売却益」（当第２四半期連結累計期間10百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第２四半期連

結累計期間において特別利益総額の100分の20を下回ったため、当第２四半期連結累計期間より特別利益の「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。

　

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）

（四半期連結損益計算書関係）

　「保険配当金」（当第２四半期連結会計期間２百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第２四半期連結会計期

間において営業外収益総額の100分の20を下回ったため、当第２四半期連結会計期間より営業外収益の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。

　「投資有価証券売却益」（当第２四半期連結会計期間10百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第２四半期連

結会計期間において特別利益総額の100分の20を下回ったため、当第２四半期連結会計期間より特別利益の「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。

　「投資有価証券評価損」（前第２四半期連結会計期間21百万円）は、従来特別損失の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当第２四半期連結会計期間において特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区

分掲記することに変更いたしました。
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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．このうち下記のとおり担保に供しております。

　(1)（イ）担保差入資産

　 　 百万円

完成工事未収入金 821  

販売用不動産 14,444  

建物 1,743  

土地 7,598  

　　計 24,608  

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

１年内償還予定の社債 400  

短期借入金　 20,033  

社債 300  

長期借入金 660  

　　計 21,393  

　　なお、短期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含

んでおります。

　(2)上記の他、投資有価証券27百万円を非連結子会社と金融

機関との間で締結した貸付契約に基づく債務の担保に

供しております。

※１．このうち下記のとおり担保に供しております。

　(1)（イ）担保差入資産

　 　 百万円

完成工事未収入金 3,658  

販売用不動産 14,691  

建物 1,804  

土地 7,670  

　　計 27,825  

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

１年内償還予定の社債 1,160  

短期借入金　 21,244  

社債 500  

長期借入金 1,067  

　　計 23,971  

　　なお、短期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含

んでおります。

　(2)上記の他、投資有価証券27百万円を非連結子会社と金融

機関との間で締結した貸付契約に基づく債務の担保に

供しております。

　２．保証債務

　　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　

　 　 百万円

門司港開発㈱ 1,541  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
207  

その他 114  

　　計 1,863  

　　　門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当

社負担額を記載しております。

　２．保証債務

　　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　

　 　 百万円

門司港開発㈱ 1,570  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
207  

その他 118  

　　計 1,896  

　　　門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当

社負担額を記載しております。

※３．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　　　投資その他の資産　その他　　   997百万円

　

※３．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　　　投資その他の資産　その他　     997百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

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．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。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 1,070  

　退職給付費用 118  

　

※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。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 836  

　退職給付費用 99  

　

　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３四半期連結累

計期間における売上高に比べ、第４四半期連結累計期

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．当第２四半期連結累計期間において、当社は以下の

資産または資産グループについての減損損失を計上し

ております。

用途 種類 場所 件数

　営業所等 土地・建物　 千葉県等　 29件　

　賃貸用資産 土地　 福岡県　 １件　

　遊休資産 土地　 宮城県　 １件　

　　減損損失を認識した賃貸用資産及び遊休資産について　　

は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。

　上記資産の保有方針の変更により、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失1,041百万円（営業所等・土地754百万円、営

業所等建物157百万円、賃貸用資産・土地127百万円、遊休

資産・土地１百万円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産または資産グループの回収可能価額は正

味売却価額を採用し、正味売却価額は路線価額等を合理的

に調整し処分費用等を加味して評価しております。

──────
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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。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 505  

　退職給付費用 56  

　

※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。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 423  

　退職給付費用 48  

　

　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．当第２四半期連結会計期間において、当社は以下の

資産または資産グループについての減損損失を計上し

ております。

用途 種類 場所 件数

　営業所等 土地・建物　 千葉県等　 29件　

　賃貸用資産 土地　 福岡県　 １件　

　遊休資産 土地　 宮城県　 １件　

　　減損損失を認識した賃貸用資産及び遊休資産について　　

は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。

　上記資産の保有方針の変更により、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失1,041百万円（営業所等・土地754百万円、営

業所等建物157百万円、賃貸用資産・土地127百万円、遊休

資産・土地１百万円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産または資産グループの回収可能価額は正

味売却価額を採用し、正味売却価額は路線価額等を合理的

に調整し処分費用等を加味して評価しております。

　２．　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

──────

（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）

　　　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）

　現金及び預金勘定 4,187

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4

　現金及び現金同等物 4,183

　

　　　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21年９月30日現在）

　 （百万円）

　現金預金勘定 3,866

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10

　現金及び現金同等物 3,856
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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．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　129,649,939株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　6,285,624株

　

　

　

（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）

　
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 21,693 743 22,436 － 22,436

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
18 24 43 (43) －

計 21,712 768 22,480 (43) 22,436

営業利益 43 39 83 － 83

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他

　　　　３．第１四半期連結会計期間において、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の通

り、完成工事高及び完成工事原価計上基準の変更を行いました。この結果、従来の方法によった場合と比較し

て、当第２四半期連結会計期間の建設事業の完成工事高は3,622百万円増加し、営業損失は266百万円減少して

おります。

　

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）

　
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 14,565 420 14,986 － 14,986

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 23 23 (23) －

計 14,565 444 15,009 (23) 14,986

営業利益（△損失） 123 △40 83 － 83

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他
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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）

　
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 33,795 1,357 35,152 － 35,152

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
18 48 67 (67) －

計 33,813 1,405 35,219 (67) 35,152

営業利益（△損失） △1,195 153 △1,042 － △1,042

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他

　　　　３．第１四半期連結会計期間において、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の通

り、完成工事高及び完成工事原価計上基準の変更を行いました。この結果、従来の方法によった場合と比較し

て、当第２四半期連結累計期間の建設事業の完成工事高は4,645百万円増加し、営業損失は293百万円減少して

おります。

　

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
（百万円）

不動産事業等
（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 29,769 863 30,633 － 30,633

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 45 45 (45) －

計 29,769 909 30,679 (45) 30,633

営業利益（△損失） 140 △50 89 － 89

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他

　

【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）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載をしておりません。

　

　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）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）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載をしておりません。

　

EDINET提出書類

若築建設株式会社(E00081)

四半期報告書

27/31



【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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

　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）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％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（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 173.43円 １株当たり純資産額 171.81円

２．１株当たり四半期純利益金額

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株当たり四半期純利益（損失）
金額

△55.72円

　　なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 0.65円
　　なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益（損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

四半期純利益（損失）（百万円） △6,874 80

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（損失）（百万円） △6,874 80

期中平均株式数（千株） 123,368 123,364

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株当たり四半期純利益（損失）
金額

△26.36円

　　なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 4.16円
　　なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益（損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

四半期純利益（損失）（百万円） △3,252 512

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（損失）（百万円） △3,252 512

期中平均株式数（千株） 123,368 123,364

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６日

若築建設株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伯川　志郎　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　髙司　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」に掲げられている若築建設株式会社の

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、若築建設株式会社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。

追記情報

１．四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のとおり、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の適用が認められることとなったため、この会計基準を適用し四半期連結財務諸表を作成

している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年10月30日開催の取締役会において希望退職者の募集を決議

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月11日

若築建設株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久留　和夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　髙司　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」に掲げられている若築建設株式会社の

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、若築建設株式会社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。

　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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