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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79期

第２四半期連結
累計期間

第80期
第２四半期連結
累計期間

第79期
第２四半期連結
会計期間

第80期
第２四半期連結
会計期間

第79期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22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22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 10,913,98812,037,2107,291,2616,986,21836,035,131

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △358,135△591,023△50,792△153,946 744,907

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △228,876△387,690△47,307△104,420 619,799

純資産額 (百万円) ― ― 4,953,8065,346,1795,823,480

総資産額 (百万円) ― ― 24,921,02223,736,23928,766,203

１株当たり純資産額 (円) ― ― 308.54 332.04 363.11

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △14.34 △24.29 △2.96 △6.54 38.84

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 (％) ― ― 19.76 22.32 20.14

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,202,1501,577,212 ― ― 1,946,428

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △127,212△46,347 ― ― △345,774

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △924,421△399,752 ― ― △666,781

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 4,198,3585,194,2753,983,131

従業員数 (名) ― ― 537 531 527

(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) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 531(260)

(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22年９月30日現在

従業員数(名) 509(236)

(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
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

工事部門(％) 85.6 85.2

製品等販売部門(％) 14.4 14.8

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

(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間末
(平成22年９月30日)

舗装(％) 94.7 92.5 94.1

土木等(％) 5.3 7.5 5.9

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

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

舗装 10,717,5329,728,48920,446,0229,331,66111,114,361

土木等 329,7351,149,8651,479,600788,691690,909

計 11,047,26810,878,35521,925,62310,120,35211,805,270

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

舗装 8,305,59031,485,12839,790,71829,073,18510,717,532

土木等 435,0871,841,6952,276,7831,947,048329,735

計 8,740,67833,326,82442,067,50231,020,23411,047,268

(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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

舗装 4,036,309 1,761,892 5,798,201

土木等 436,799 435,934 872,733

計 4,473,108 2,197,826 6,670,935

　

(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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

舗装 3,828,661 1,681,128 5,509,789

土木等 50,833 393,965 444,798

計 3,879,494 2,075,093 5,954,587

（注）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。

　　　　前第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

　　　　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 1,246,386 20.9

東京ガス株式会社 640,688 10.8

　

(7) 繰越工事高（平成22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 9,223,913 1,890,44711,114,361

土木等 414,860 276,049 690,909

計 9,638,774 2,166,49611,805,270

（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

第二東名高速道路　浜松舗装工事 中日本高速道路株式会社 平成24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11月

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

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
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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)

前第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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

150,752 96,925 817,000214,6311,031,630

（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。

　

　

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、政府の経済対策の効果等により景気は緩やかな回

復基調で推移したものの、ここにきて欧米経済の減速懸念を背景にした急激な円高の進行や株安により、

先行き不透明な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77億２百万円（前年同期比25.3％減）、売上高は69億８千６百万円

（前年同期比4.2％減）となりました。利益につきましては、経常損失が１億５千３百万円（前年同期は

経常損失５千万円）、四半期純損失が１億４百万円（前年同期は四半期純損失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66億７千万円（前年同期比27.9％減）、完成工事高は59億５千４百万円（前年同期比

4.6％減）、完成工事総利益は１億５千７百万円（前年同期は完成工事総利益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10億３千１百万円（前年同期比1.7％減）、製品等売上総利益は１億５千４百

万円（前年同期は製品等売上総利益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。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ50億２千９百万円減少し

て237億３千６百万円となりました。これは主に現金預金、未成工事支出金等は増加したものの、受取手形

・完成工事未収入金等が減少したことなどによります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ45億５千２百万円減少して183億９千万円となりました。これは主

に支払手形・工事未払金等及び短期借入金等が減少したことなどによります。

　純資産合計は、主に四半期純損失を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億７千７百万

円減少して53億４千６百万円となりました。

　

(3) 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44億７千７百万円に比べて７億１千７百万円増加して51億９千４百万円となりまし

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、10億１千１百万円の支出（前年同期は９

億１千３百万円の支出）となりました。これは主に仕入債務の減少等によるものであります。

　　（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、１千１百万円の支出（前年同期は７千４

百万円の支出）となりました。

　　（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、17億４千５百万円の収入（前年同期は12

億６千９百万円の収入）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あります。

　

(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、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。

　

(5) 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、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。
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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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22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 15,978,50015,978,500
大阪証券取引所
(ＪＡＳＤＡＱ市場)

単元株式数は、1,000株で
あります。

計 15,978,50015,978,500― ―

(注)  大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも

に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年７月１日～
平成22年９月30日

― 15,978,500― 1,751,500― 600,000
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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 10.93

有限会社創翔
東京都港区南麻布１－22－６ 
創翔館201号

1,656 10.36

東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 1,206 7.55

株式会社アスカ 東京都港区六本木３－４－33 980 6.13

佐藤渡辺従業員持株会 東京都港区南麻布１－18－４ 817 5.11

宇部興産株式会社 山口県宇部市大字小串1978－96 805 5.04

常盤工業株式会社 東京都千代田区九段北４－２－38 525 3.29

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 343 2.15

佐藤鉄工株式会社 富山県中新川郡立山町鉾木 220 283 1.77

共栄火災海上保険株式会社 東京都港区新橋１－18－６ 270 1.69

計 ― 8,631 54.02
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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22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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 95 123 88 85 80 92

最低(円) 79 77 78 78 69 71

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設

された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン

ダード）に上場となっております。

　

　

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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22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21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,194,275 3,983,131

受取手形・完成工事未収入金等 5,517,834 13,204,859

未成工事支出金 ※４
 2,320,039

※４
 1,544,641

その他のたな卸資産 ※１
 281,340

※１
 283,317

繰延税金資産 345,103 114,462

その他 888,910 210,400

貸倒引当金 △137,617 △129,528

流動資産合計 14,409,885 19,211,284

固定資産

有形固定資産

土地 5,959,179 5,959,179

その他（純額） 2,225,834 2,259,018

有形固定資産合計 ※２
 8,185,013

※２
 8,218,198

無形固定資産 74,686 88,001

投資その他の資産

投資有価証券 737,228 840,120

長期貸付金 96,644 101,968

破産更生債権等 391,458 336,452

繰延税金資産 5,213 5,213

その他 228,278 301,754

貸倒引当金 △399,267 △346,254

投資その他の資産合計 1,059,555 1,239,255

固定資産合計 9,319,256 9,545,455

繰延資産 7,097 9,463

資産合計 23,736,239 28,766,203
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 5,332,814 9,856,502

短期借入金 5,223,160 5,463,560

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 361,686 332,076

未払法人税等 38,530 64,005

未成工事受入金 1,485,963 1,504,999

賞与引当金 105,400 220,600

完成工事補償引当金 15,813 15,156

工事損失引当金 ※４
 191,000

※４
 246,756

その他 864,348 290,271

流動負債合計 13,718,717 18,093,928

固定負債

社債 200,000 250,000

長期借入金 388,754 485,652

繰延税金負債 48,472 88,560

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 2,749,250 2,755,926

その他 114,424 98,213

固定負債合計 4,671,343 4,848,795

負債合計 18,390,060 22,942,723

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 1,267,134 1,680,703

自己株式 △3,592 △3,592

株主資本合計 3,884,644 4,298,214

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,686 80,391

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △17,607 2,028

評価・換算差額等合計 1,414,218 1,496,559

少数株主持分 47,315 28,706

純資産合計 5,346,179 5,823,480

負債純資産合計 23,736,239 28,766,203
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 ※２
 10,913,988

※２
 12,037,210

売上原価 10,270,163 11,589,780

売上総利益 643,825 447,430

販売費及び一般管理費 ※１
 953,316

※１
 984,939

営業損失（△） △309,491 △537,508

営業外収益

受取利息 4,088 3,969

受取配当金 10,215 11,113

株式割当益 － 9,381

持分法による投資利益 6,599 －

雑収入 10,968 14,203

営業外収益合計 31,872 38,668

営業外費用

支払利息 74,102 65,311

持分法による投資損失 － 12,164

雑支出 6,413 14,707

営業外費用合計 80,516 92,183

経常損失（△） △358,135 △591,023

特別利益

固定資産売却益 － 6,471

貸倒引当金戻入額 36,648 －

特別利益合計 36,648 6,471

特別損失

固定資産除却損 5,623 443

割増退職金 3,143 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,372

特別損失合計 8,766 9,815

税金等調整前四半期純損失（△） △330,253 △594,367

法人税等 ※３
 △105,082

※３
 △207,935

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △386,432

少数株主利益 3,705 1,258

四半期純損失（△） △228,876 △387,690
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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
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 ※２
 7,291,262

※２
 6,986,218

売上原価 6,856,415 6,674,463

売上総利益 434,847 311,755

販売費及び一般管理費 ※１
 462,145

※１
 435,663

営業損失（△） △27,298 △123,908

営業外収益

受取利息 2,037 2,193

受取配当金 3,078 1,186

持分法による投資利益 6,477 －

補助金収入 － 3,715

雑収入 4,291 4,744

営業外収益合計 15,884 11,839

営業外費用

支払利息 34,995 29,445

持分法による投資損失 － 1,975

雑支出 4,383 10,456

営業外費用合計 39,378 41,877

経常損失（△） △50,792 △153,946

特別利益

固定資産売却益 － 2,384

特別利益合計 － 2,384

特別損失

固定資産除却損 5,132 57

割増退職金 1,965 －

特別損失合計 7,097 57

税金等調整前四半期純損失（△） △57,889 △151,619

法人税等 ※３
 △12,495

※３
 △49,304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102,315

少数株主利益 1,912 2,104

四半期純損失（△） △47,307 △104,420
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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（△） △330,253 △594,367

減価償却費 137,851 149,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36,648 61,102

その他の引当金の増減額（△は減少） 129,576 △176,974

受取利息及び受取配当金 △14,303 △15,082

支払利息 74,102 65,311

持分法による投資損益（△は益） △6,599 12,164

その他の営業外損益（△は益） △5,823 △9,561

有形固定資産売却損益（△は益） － △6,471

有形固定資産除却損 5,623 443

その他の特別損益（△は益） 3,143 9,372

売上債権の増減額（△は増加） 10,322,471 7,621,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,097,676 △765,688

仕入債務の増減額（△は減少） △5,335,655 △4,543,462

未払消費税等の増減額（△は減少） △511,419 △48,288

小計 2,334,388 1,759,572

利息及び配当金の受取額 14,306 15,080

利息の支払額 △81,768 △66,309

法人税等の支払額 △45,534 △52,506

その他 △19,242 △78,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,202,150 1,577,212

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 △98,501 △60,554

有形固定資産の売却による収入 － 8,611

無形固定資産の取得による支出 △1,682 △950

投資有価証券の売却による収入 389 －

ゴルフ会員権の売却による収入 15,600 －

貸付けによる支出 △55,174 △37,452

貸付金の回収による収入 55,269 39,094

少数株主からの子会社出資金取得による支出 － △13,822

その他 △43,113 18,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,212 △46,347

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） △700,000 △240,000

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 △148,298 △167,288

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △23,499 △39,261

その他 △2,623 △3,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △924,421 △399,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △893 △5,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149,622 1,125,821

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,736 3,983,131

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 85,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,198,358

※１
 5,194,275

EDINET提出書類

株式会社佐藤渡辺(E00167)

四半期報告書

17/29



【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22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22年４月１日
　  至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する

事項の変更

（1）連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、大連佐東奥瀝青有限公司は重要性が増したため、連

結の範囲に含めております。

 

（2）変更後の連結子会社の数

　　５社
 

２．持分法の範囲に関す

る事項の変更

（1）持分法適用関連会社の変更

第１四半期連結会計期間より、杭州同舟瀝青有限公司は重要性が増したため、持分

法適用の範囲に含めております。

 

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

　　２社
 

３．会計処理基準に関す

る事項の変更

 

（1）資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ50千円増

加し、税金等調整前四半期純損失は9,422千円増加しております。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は、9,834千円であります。

 
　 （2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号　平成20年３月10日公表文）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第24号　　平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日  至　平成22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あたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　  9,130千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　272,209千円　　　　　　

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　  9,130千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　274,187千円　　　　　　

※２　有形固定資産減価償却累計額   12,184,202千円※２　有形固定資産減価償却累計額   12,077,534千円

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㈱ 2,250千円

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㈱ 6,750千円

※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766,942千円であります。　

※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809,194千円であります。　
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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21年４月１日 至　平成21年９月30日)
当第２四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日 至　平成22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　　　　　　　　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　　　　　　

※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　　　　　　　　417,991千円　　　　　　

賞与引当金繰入額　　　　　　　 28,680千円　　　　　　

退職給付引当金繰入額　　　　　 29,842千円　　　　　　

貸倒引当金繰入額　　　　　　　 61,102千円　　　　　　

減価償却費　　　　　　　　　　 18,470千円　　　　　　

※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

(自　平成22年７月１日 至　平成22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　　　　　　　　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　　　　　　

※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　　　　　　　　206,847千円　　　　　　

賞与引当金繰入額　　　　　　　 10,346千円　　　　　　

退職給付引当金繰入額　　　　　 14,557千円　　　　　　

減価償却費　　　　　　　　　　  9,213千円　　　　　　

※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

　

　

(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21年４月１日  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22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 4,198,358千円

現金及び現金同等物 4,198,358千円
 

※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 5,194,275千円

現金及び現金同等物 5,194,275千円
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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22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

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
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 39 2.5平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

　

(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

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【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21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第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21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第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)

本邦の売上高が全セグメント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21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第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。

　

　

【セグメント情報】

当社グループは、建設事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　332.04円 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　363.11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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,346,179 5,823,480

普通株式に係る純資産額(千円) 5,298,863 5,794,773

差額の内訳(千円) 　 　

　少数株主持分 47,315 28,706

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21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 14.34円
　

１株当たり四半期純損失金額 24.29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21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純損失(千円) 228,876 387,690

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) 228,876 387,690

期中平均株式数(千株) 15,958 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
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 2.96円
　

１株当たり四半期純損失金額 6.54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
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純損失(千円) 47,307 104,420

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) 47,307 104,420

期中平均株式数(千株) 15,958 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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22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22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務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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