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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55期

第２四半期連結累計期間
　

第55期

第２四半期連結会計期間
第54期

会計期間 　

自　平成20年10月１日

至　平成21年３月31日
　

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

自平成19年10月１日

至平成20年９月30日

売上高 （千円） 　 25,870,754　 15,120,321 50,815,027

経常利益 （千円） 　 347,455　 475,405 480,355

四半期（当期）純利益 （千円） 　 93,555　 215,047 182,242

純資産額 （千円） 　 － 　 12,820,354 12,834,143

総資産額 （千円） 　 － 　 23,681,285 24,475,786

１株当たり純資産額 （円） 　 － 　 1,206.72 1,208.01

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 　 8.81　 20.24 17.15

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 （％） 　 － 　 54.1 52.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 　 1,123,616　 － 2,168,217

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 　 △132,573　 － △163,720

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 　 △248,351　 － △703,996

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 　 － 　 3,449,803 2,707,111

従業員数 （人） 　 － 　 620 624

(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）純利益金額は、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３月31日現在

従業員数(人) 620 ［94］

(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

を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（嘱託、パートタイマー、派遣社員）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３月31日現在

従業員数(人) 559 ［77］

(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んでおります。）であり、臨

時雇用者数（嘱託、パートタイマー、派遣社員）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）大型物件事業

(イ)　受注実績

当第２四半期連結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。

　

部門

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　

　受注高(千円) 　 　受注残高(千円) 　

　タイル工事 862,502　 2,757,127　

　住宅設備工事 1,802,829　 2,720,904　

　合計 2,665,332　 5,478,031　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(ロ)　完成工事実績

当第２四半期連結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。

　

部門

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　

　完成工事高（千円) 　

　タイル工事 2,170,180　

　住宅設備工事 2,832,418　

　合計 5,002,599　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。
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（２）戸建住宅事業

(イ)　受注実績

当第２四半期連結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。

　

部門

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　

　受注高(千円) 　 　受注残高(千円) 　

　タイル工事 1,511,543　 568,663　

　住宅設備工事 3,719,419　 1,878,113　

　合計 5,230,962　 2,446,776　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(ロ)　売上実績

当第２四半期連結会計期間における売上実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

部門

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　

　売上高(千円) 　

　販売実績 　 　

　　タイル及び関連商品 2,621,673　

　　住宅設備機器 862,815　

　　小計 3,484,488　

　完成工事実績 　 　

　　タイル工事 1,969,218　

　　住宅設備工事 4,664,015　

　　小計 6,633,233　

　合計 10,117,722　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

（ハ）　商品仕入実績

当第２四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

部門

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

　

商品仕入高(千円) 　

　タイル及び関連商品 3,022,221　

　住宅設備機器 3,696,938　

　合計 6,719,160　

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。
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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。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融の信用

収縮の広がりによる国内景気の悪化により低迷を続けております。また、昨年９月に発生した国際金融不

安により、世界同時不況の様相を呈してきております。

不動産市場におきましは、消費者の住宅購入意欲は一段と冷え込み、不動産市況は想定以上に低水準で

推移しております。国土交通省発表による新設住宅着工戸数は、一昨年の改正建築基準法施行前に比べ依

然として低水準で推移しております。特に今年１月からは極端な落ち込みとなっており、３月の住宅着工

戸数は６万６千戸と前年同月の８万３千戸に比べ20.7％減、前々年同月の９万９千戸に比べ33.0％減と

大幅減少となっております。

このような状況のなか当社グループは、戸建住宅事業については、取扱い商品の一層の拡充と調達力及

び工事施工能力により戸建住宅市場でのシェアアップを図るとともに、施工力の均一化、技術力の向上に

注力いたしました。次に大型物件事業については、セラミックルーバー工事及び大型陶板工事の新工法や

ビルリフォーム等の付加価値の高い分野への工事営業を強化するとともに、原価及び工程管理を厳密に

行うことにより、工事の品質と利益率の向上に注力いたしました。

その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は151億20百万円となりました。損益面につきま

しては、効率性を重視した経営を推進するとともに、与信管理の充実に留意いたしましたが、売上高の減

少及び貸倒費用の増加などにより、営業利益は４億44百万円、経常利益は４億75百万円、四半期純利益は

２億15百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①大型物件事業

売上高は50億２百万円、営業利益は３億19百万円となりました。なお、売上高は第２四半期（１月～

３月）及び第４四半期（７月～９月）に集中する傾向になっております。一方、販売費及び一般管理費

は年間を通じて平準しており、このため第２四半期（１月～３月）及び第４四半期（７月～９月）に

おいて営業利益が増加する傾向があります。

②戸建住宅事業

新設住宅着工戸数の低迷による売上高の減少と中小建築業者の破綻等による貸倒費用の増加などに

より、売上高は101億17百万円、営業利益は３億３百万円となりました。
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(2)　財政状態の分析

（資産）

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７億94百万円減少し、236

億81百万円となりました。これは主として、未成工事支出金が13億40百万円減少したことによるものであ

ります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億80百万円減少し、108

億60百万円となりました。これは主として、工事未払金が５億35百万円減少したことによるものでありま

す。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、128億

20百万円となりました。これは主として、その他有価証券評価差額金が22百万円減少したことによるもの

であります。

　

(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、第１四半期連

結会計期間末に比べ９億27百万円増加し、34億49百万円となりました。

　

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、10億39百万円となりました。これは主として、たな卸資産の減少32億

58百万円、売上債権の増加20億34百万円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）

投資活動の結果使用した資金は、15百万円となりました。これは主として、投資有価証券の取得16百万

円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、96百万円となりました。これは主として、短期借入金の純減少１億円

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、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。

　

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。
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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変更はありません。

　

(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、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、売却及び除却等

について、重要な変更はありません。

また、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、売却及び除却等の計画

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 27,000,000

計 27,000,000

　

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３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年５月14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 10,704,960 10,704,960
ジャスダック証券取
引所

単元株式数100株

計 10,704,960 10,704,960－ －

　

(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１月１日～

平成21年３月31日
－ 10,704,960 － 896,350 － 848,923
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(5) 【大株主の状況】

平成21年３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(％)

　阿部一成 東京都足立区 1,453 13.58

　阿部哲二 東京都練馬区 1,271 11.88

　阿部溢子 東京都足立区 1,047 9.78

　阿部太一 東京都足立区 519 4.85

　阿部亮平 東京都足立区 519 4.85

　アベルコ従業員持株会
東京都足立区鹿浜３－３－３
㈱アベルコ内

451 4.22

　ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　Ｉ
ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

133　ＦＬＥＥＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤＯＮ
　ＥＣ４Ａ　２ＢＢ，Ｕ．Ｋ

432 4.04

　株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木２－３－11 250 2.34

　竹田和平 愛知県名古屋市天白区 228 2.13

　日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 220 2.06

計 ― 6,395 59.74

（注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有している株式は、すべて信託業務に係る株式であります。
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(6) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成21年３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）
（自己保有株式） 　

－ 単元株式数100株
普通株式 80,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,593,500105,935 同上

単元未満株式 普通株式 30,660 －
１単元（100株）未満の
株式

発行済株式総数 　 10,704,960 － －

総株主の議決権 　 － 105,935 －

(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3,300株(議決権33個)含まれておりま

す。

２　単元未満株式には当社所有の自己株式28株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成21年３月31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
割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

株式会社アベルコ
東京都足立区鹿浜
３－３－３

80,800 － 80,800 0.75

計 － 80,800 － 80,800 0.75

　

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10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 296 250 258 253 260 246

最低(円) 219 220 221 225 220 215

(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、当第２四半期連結会計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３月31

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３月31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９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,449,803 2,707,111

受取手形・完成工事未収入金等 11,748,148 11,931,103

商品 474,062 476,085

未成工事支出金 2,091,687 3,431,886

材料貯蔵品 29,043 33,739

繰延税金資産 212,994 248,954

その他 329,188 363,801

貸倒引当金 △210,111 △195,721

流動資産合計 18,124,816 18,996,960

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,043,425

※1
 1,064,026

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 8,283

※1
 5,848

土地 3,083,306 3,008,343

建設仮勘定 － 253

その他（純額） ※1
 104,584

※1
 102,363

有形固定資産合計 4,239,599 4,180,835

無形固定資産

のれん 59,188 67,338

その他 111,238 108,523

無形固定資産合計 170,427 175,861

投資その他の資産

投資有価証券 177,075 194,081

長期貸付金 1,630 33,430

繰延税金資産 225,658 188,600

その他 1,360,014 1,182,914

貸倒引当金 △617,936 △476,898

投資その他の資産合計 1,146,442 1,122,129

固定資産合計 5,556,468 5,478,825

資産合計 23,681,285 24,475,786
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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３月31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９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 4,857,636 5,912,995

ファクタリング未払金 3,660,665 2,978,808

短期借入金 － 166,670

未払法人税等 201,708 105,189

未成工事受入金 910,701 1,274,475

完成工事補償引当金 32,436 26,416

工事損失引当金 18,329 11,062

その他 623,913 582,929

流動負債合計 10,305,391 11,058,547

固定負債

退職給付引当金 61,108 54,377

役員退職慰労引当金 4,950 7,842

役員退職慰労未払金 50,930 68,855

その他 438,551 452,021

固定負債合計 555,539 583,095

負債合計 10,860,931 11,641,643

純資産の部

株主資本

資本金 896,350 896,350

資本剰余金 848,923 848,934

利益剰余金 11,110,944 11,102,385

自己株式 △32,792 △32,783

株主資本合計 12,823,425 12,814,885

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,070 19,257

評価・換算差額等合計 △3,070 19,257

純資産合計 12,820,354 12,834,143

負債純資産合計 23,681,285 24,475,786
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 25,870,754

売上原価 22,821,745

売上総利益 3,049,009

販売費及び一般管理費 ※
 2,757,319

営業利益 291,690

営業外収益

受取利息 46,668

受取配当金 2,617

不動産賃貸料 7,533

その他 8,973

営業外収益合計 65,793

営業外費用

支払利息 9,028

その他 1,000

営業外費用合計 10,028

経常利益 347,455

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,055

持分変動利益 3,330

特別利益合計 7,385

特別損失

固定資産除却損 3,183

投資有価証券評価損 9,988

退職給付費用 58,396

特別損失合計 71,567

税金等調整前四半期純利益 283,273

法人税、住民税及び事業税 189,830

法人税等調整額 △111

法人税等合計 189,718

四半期純利益 93,555
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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21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 15,120,321

売上原価 13,281,956

売上総利益 1,838,364

販売費及び一般管理費 ※
 1,393,679

営業利益 444,684

営業外収益

受取利息 23,880

受取配当金 863

不動産賃貸料 3,869

その他 7,108

営業外収益合計 35,722

営業外費用

支払利息 4,737

その他 265

営業外費用合計 5,002

経常利益 475,405

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,055

持分変動利益 3,330

特別利益合計 7,385

特別損失

投資有価証券評価損 8,829

退職給付費用 58,396

特別損失合計 67,225

税金等調整前四半期純利益 415,565

法人税、住民税及び事業税 183,014

法人税等調整額 17,503

法人税等合計 200,517

四半期純利益 215,047
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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10月１日
　至 平成21年３月31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 283,273

減価償却費 83,952

のれん償却額 8,268

役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は
減少）

△20,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155,427

受取利息及び受取配当金 △49,286

支払利息 9,028

売上債権の増減額（△は増加） △180,818

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,346,918

仕入債務の増減額（△は減少） △373,777

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,730

工事損失引当金の増減額（△は減少） 7,266

持分変動損益（△は益） △3,330

破産更生債権等の増減額（△は増加） △169,006

その他の流動資産の増減額（△は増加） 51,186

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,357

その他 5,543

小計 1,164,916

利息及び配当金の受取額 51,886

利息の支払額 △11,875

法人税等の支払額 △81,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,123,616

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 △106,225

有形固定資産の売却による収入 305

投資有価証券の取得による支出 △16,330

貸付けによる支出 △19,299

貸付金の回収による収入 38,644

その他 △29,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,573
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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10月１日
　至 平成21年３月31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） △166,670

自己株式の売却による収入 18

自己株式の取得による支出 △41

配当金の支払額 △84,871

その他 3,212

財務活動によるキャッシュ・フロー △248,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 742,691

現金及び現金同等物の期首残高 2,707,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,449,803
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【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10月１日

　至　平成21年３月31日)

会計処理基準に関する事

項の変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産につ

いては、従来、総平均法による原価法によって

おりましたが、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、総平

均法による原価法（貸借対照表価額について

は、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。
これによる当第２四半期連結累計期間の損

益に与える影響はありません。
　 　

　

【簡便な会計処理】

　

　

　

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年10月１日

　至　平成21年３月31日)

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

て、前連結会計年度末以降に経営環境等に著

しい変化がなく、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場合には、

前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予想やタックス・プランニングを利用す

る方法によっており、前連結会計年度末以降

に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められ

た場合には、前連結会計年度決算において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングに当該著しい変化の影響を加味したもの

を利用する方法によっております。

　 　

　

【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】

該当事項はありません。
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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３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年９月30日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 2,186,956千円

 

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 2,174,263千円

 

　２　特定融資枠契約(借手側)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う
ため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結し
ております。

特定融資枠契約の総額 5,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 5,000,000千円

　２　特定融資枠契約(借手側)

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う
ため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結し
ております。

特定融資枠契約の総額 5,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 5,000,000千円

　 　

　

(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10月１日

　至　平成21年３月31日)

※　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。

運賃荷造費 153,074千円

給料手当 1,070,197千円

退職給付費用 109,097千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,950千円

賞与 185,661千円

賃借料 129,582千円

貸倒引当金繰入額 206,931千円

減価償却費 71,969千円
 

　

　

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

※　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。

運賃荷造費 84,382千円

給料手当 566,131千円

退職給付費用 58,831千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,950千円

賞与 65,509千円

賃借料 69,591千円

貸倒引当金繰入額 99,410千円

減価償却費 38,620千円

　

　

(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10月１日

　至　平成21年３月31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21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 3,449,803千円

現金及び現金同等物 3,449,803千円
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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３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　

至　平成21年３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

連結会計期間末(株)

　普通株式 10,704,960

　

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(株)

　普通株式 80,828

　

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

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年12月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 84,993 8 平成20年９月30日平成20年12月19日

　

５　株式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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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・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、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

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)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、前連結会計年度

末に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券で時価のあるもの

　
取得原価

(千円)

四半期連結貸借対照表

計上額(千円)

差額

(千円)

株式 124,125 114,688 △9,436

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、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。

　

(ストック・オプション等関係)

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】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　

　
大型物件事業

(千円)

戸建住宅事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 5,002,59910,117,72215,120,321 － 15,120,321

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 27,456 27,456 (27,456) －

計 5,002,59910,145,17815,147,777(27,456)15,120,321

営業利益 319,003 303,257 622,261(177,576)444,684

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1) 大型物件事業……ビル・マンション等の大型物件市場における内外装タイル・床タイルの工事、ユニット

バス・システムキッチン・高級浴槽・その他住宅設備の工事、石材・乾式工法による大

型セラミックタイルの工事、空調・衛生設備の工事

(2) 戸建住宅事業……戸建住宅市場における内外装タイル・床タイル・エクステリア・その他タイル関連商品

・浴槽・給湯器・システムキッチン・衛生設備・その他住宅設備関連商品の販売及び工

事

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は181,549千円であり、その主なもの

は、総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日）

　

　
大型物件事業

(千円)

戸建住宅事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 6,362,65319,508,10125,870,754 － 25,870,754

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 61,732 61,732 (61,732) －

計 6,362,65319,569,83325,932,487(61,732)25,870,754

営業利益 275,352 436,219 711,572(419,882)291,690

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1) 大型物件事業……ビル・マンション等の大型物件市場における内外装タイル・床タイルの工事、ユニット

バス・システムキッチン・高級浴槽・その他住宅設備の工事、石材・乾式工法による大

型セラミックタイルの工事、空調・衛生設備の工事

(2) 戸建住宅事業……戸建住宅市場における内外装タイル・床タイル・エクステリア・その他タイル関連商品

・浴槽・給湯器・システムキッチン・衛生設備・その他住宅設備関連商品の販売及び工

事

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は425,805千円であり、その主なもの

は、総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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【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21年１月１日　至　平成21年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年３月31日）

海外売上高がないため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２四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年９月30日)

 

１株当たり純資産額                   1,206円72銭
 

 

１株当たり純資産額                   1,208円01銭
 

　 　

２　１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

 

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　 8円81銭

 

 

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　20円24銭

 
　 　

(注) １．潜在株式調整後１株当たり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。

２．１株当たり四半期純利益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10月１日
　至　平成21年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

四半期純利益 (千円) 93,555 215,047

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利益 (千円) 93,555 215,047

普通株式の期中平均株式数 (千株) 10,624 10,624
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(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年１月１日

　　至　平成21年３月31日）

重要な連結範囲の変更
 
１．変更の理由
当社は、平成21年２月３日開催の取締役会において、当社の連結子会社

である温調ライフ株式会社が、平成21年４月１日を効力発生日として吸収

分割を実施することを決議し、本会社分割及び本会社分割後に予定される

臨時株主総会にて承認されることを条件に行う募集株式の発行によって、

平成21年４月１日付で当社の連結子会社でなくなる予定としておりまし

たが、当初予定のとおり平成21年４月１日を効力発生日とした吸収分割及

び同日開催の臨時株主総会において承認された募集株式の発行により、当

第２四半期連結会計期間末まで当社の連結子会社でありました温調ライ

フ株式会社は、平成21年４月１日をもって当社の連結子会社から除外とな

りました。

なお、温調ライフ株式会社は、平成21年４月１日付で「東京ガスライフ

バル千葉株式会社」に商号を変更いたしました。
 
２．変更による影響
当連結会計年度の連結損益計算書において、温調ライフ株式会社の経営

成績は、平成20年10月１日から平成21年３月31日までの期間について連結

されます。

なお、同社が連結対象から除外されることによる損益への影響は、軽微

であります。

また、当社グループから除外されることになる温調ライフ株式会社の事

業規模は、以下のとおりであります。

　 売上高 897百万円（平成20年９月期）

 

　

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５月12日

株式会社アベルコ

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　木　智　博　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　柴　谷　哲　朗　　　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

社アベルコの平成20年10月1日から平成21年9月30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1月1日から平成21年3月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成20年10月1日から平成21年3月31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、株式会社アベルコ及び連結子会社の平成21年3

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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