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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】 

 （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．第52期第２四半期連結累計期間及び第52期第２四半期連結会計期間については潜在株式が存在しないため、

第51期については１株当たり当期純損失となったため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額を記載しておりません。 

回次 
第52期 

第２四半期連結 
累計期間 

第52期 
第２四半期連結 

会計期間 
第51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20年７月１日 
至平成20年９月30日 

自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

売上高（百万円） 139,310 90,444 293,616 

経常利益（百万円） 4,268 8,350 9,402 

四半期（当期）純損益（百万円） 1,814 4,981 △606 

純資産額（百万円） － 117,732 117,356 

総資産額（百万円） － 216,032 206,750 

１株当たり純資産額（円） － 695.38 692.48 

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円） 
10.79 29.63 △3.61 

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 56.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
7,933 － △10,167 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
1,596 － 4,177 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△2,012 － △2,753 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ 56,763 48,873 

従業員数（人） － 5,150 5,097 
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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 

 （注）１．従業員数は就業人員数であります。    

        ２．平均臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であります。 

        ２．平均臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

  

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 5,150   

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 4,320   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

２．当社グループの製造部門における部材生産額を記載しております。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況は、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は消費税等を含んでおりません。 

    ２．当社グループでは、建物の完成引渡しが第２四半期・第４四半期に集中することから、通常、第２四半期の

売上高の割合が相対的に高くなる傾向にあります。 

３．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略して

おります。 

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。 

  

  

  

  

区分 金額（百万円） 

住宅事業 26,694 

区分 受注高（百万円） 
受注残高 

（百万円） 

住宅事業 73,727 147,104 

区分 金額（百万円） 

住宅事業 90,444 
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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、当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）業績の状況 

 当第2四半期連結会計期間のわが国経済は、米国経済の低迷や金融収縮、鉄鋼をはじめとする原材料価格の高騰に

よる企業収益の悪化が続くなか、9月には米大手証券会社の破綻など世界規模での金融不安の拡大が追い討ちをか

け、景気の先行き不透明感が広がりました。 

 住宅業界におきましては、新設住宅着工が、昨年の改正建築基準法の影響による大幅減の反動増はあるものの、回

復に力強さはなく、また株式市場低迷による金融資産の目減りや不動産市況の悪化により住宅購入意欲の低下が見ら

れるなど、厳しい環境が続きました。 

 このような事業環境のなか、戸建住宅事業においては、「ふれ愛キッチン」と豊富な収納量と機能性を併せ持つ

「家事楽ピット」を組み合わせる “家事楽スタイル” によるくらしの提案、“見て・触れて・試して”体験できる

『宿泊体験モデルハウス』の積極的な展開、資産活用事業では光触媒のタイル外壁と最高ランクの耐震性能を備えた

オール電化賃貸住宅を訴求しました。一方、リフォーム事業ではエコ商材による省エネキャンペーンへの取り組み、

分譲事業ではホームページを活用した不動産フェア開催により、販売拡大に努めました。また環境への関心が高まる

なか、住宅性能に加え快適性と住まい方の提案がトータルに評価され［ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクト

リック２００７］特別賞の受賞、国土交通省の［住宅・建築物省ＣＯ２推進モデル事業］提案の採択に次いで［超長

期住宅先導的モデル事業］の提案が採択され、当社の技術力が高く評価されました。 

  

 当第2四半期連結会計期間の業績につきましては、主力の請負事業は前期第4四半期の受注が好調であったため増収

となりましたが、分譲事業が市場の急速な悪化の影響で減収となったことなどにより、売上高は904億4千4百万円と

なりました。また、資材価格高騰の影響はあったものの、昨年8月に実施しました事業構造改革の効果等により、営

業利益は78億6千8百万円、経常利益は83億5千万円、四半期純利益は49億8千1百万円となりました。 

 

 当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、減収・増益となりました。                 

売上高は、分譲市場の急速な悪化の影響で1,393億1千万円となりました。一方、営業利益は昨年8月に実施しました

事業構造改革の効果等により、43億3千1百万円、経常利益は42億6千8百万円、四半期純利益は18億1千4百万円となり

ました。 

  

 （２）財政状態の分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第2四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末と比較すると、現金預金が61億1千万円減少

し、投資その他の資産が25億3千4百万円減少しましたが、主として分譲用の土地などの販売用不動産が63億7千９百

万円増加し、また譲渡性預金の取得などにより有価証券が139億8千5百万円増加したことなどにより、92億8千2百万

円増加の2,160億3千2百万円となりました。 

  負債総額は、前連結会計年度末と比較すると、支払手形・工事未払金等が62億4千3百万円増加し、また仕掛工事が

増え、未成工事受入金が41億8千4百万円増加したことなどにより、89億7百万円増加の983億円となりました。 

 純資産の部におきましては、前連結会計年度末と比較すると、四半期純利益18億1千4百万円の計上や配当金12億6

千1百万円の支払等により、3億7千6百万円増加の1,177億3千2百万円、自己資本比率は54.1％となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 

＜当第２四半期連結会計期間＞ 

 

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローで資金の増加が135億3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで資金の増加が6千2百万円、財務

活動によるキャッシュ・フローで資金の減少が2億4千3百万円となったったこと等により、現金及び現金同等物の当

四半期末残高は、第１四半期連結会計期間末に比べ133億2千5百万円増加の567億6千3百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益81億4千4百万円や仕入債務の増加額112億8千7百

万円などの資金の増加と未成工事受入金の減少額47億2千5百万円などの資金の減少により135億3百万円の増加とな

りました。 
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却及び償還による収入3億4千6百万円などの資金の増加と有形

固定資産の取得による支出2億1千6百万円などの資金の減少により6千2百万円の増加となりました。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出2億1千5百万円などにより2億4千3百万円の資

金の減少となりました。 

  

＜当第２四半期連結累計期間＞ 

 

 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローで資金の増加が79億3千3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで資金の増加が15億9千6百万円、財

務活動によるキャッシュ・フローで資金の減少が20億1千2百万円となり、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

額が3億7千3百万円あったこと等により、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ78億8千9百万円増加の567

億6千3百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益36億8千1百万円、未収入金の減少額56億9千万円

及び仕入債務の増加額60億7千5百万円などの資金の増加とたな卸資産の増加額96億2千1百万円などの資金の減少があ

ったことにより79億3千3百万円の増加となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却及び償還による収入20億5千3百万円などの資金の増加と有形

固定資産の取得による支出3億7千万円や無形固定資産の取得による支出2億7千2百万円などの資金の減少により15億9

千6百万円の増加となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額12億6千1百万円や短期借入金の純減少額5億2千万円などによ

り20億1千2百万円の資金の減少となりました。  

  

  

(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の研究開発費の総額は、3億4千5百万円であります。 

 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、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売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】 

②【発行済株式】 

  

（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】 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 596,409,000 

計 596,409,000 

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20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 168,563,533 168,563,533 
東京証券取引所市場第一部 

大阪証券取引所市場第一部 
－ 

計 168,563,533 168,563,533 － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金 
増減額 

（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20年７月１日

～平成20年９月30日 

－ 168,563 － 28,375 － 31,953 
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（５）【大株主の状況】 

 （注）１．平成20年10月１日付で、松下電器産業株式会社はパナソニック株式会社に、松下電工株式会社はパナソニッ

ク電工株式会社に社名変更しております。 

 （注）２. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）、資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口４Ｇ）の所有株式数は、すべて同行の信託業務に係るものであります。 

平成20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（％） 

松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 45,518 27.00 

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地 45,518 27.00 

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丁目11番３号 4,753 2.81 

ノーザントラストカンパニーエ

イブイエフシーサブアカウント

アメリカンクライアント 

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店 カストディ業務部） 

英国 ロンドン 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 
4,686 2.77 

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 3,697 2.19 

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１丁目８番11号 3,558 2.11 

資産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丁目８番12号 3,086 1.83 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,358 1.39 

パナホーム社員持株会 大阪府豊中市新千里西町１丁目１番４号 2,252 1.33 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４Ｇ） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,083 1.23 

計 － 117,510 69.71 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

平成20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 408,000

（相互保有株式）  

普通株式 68,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 166,707,000 166,707 － 

単元未満株式 普通株式 1,380,533 － 
1単元（1,000株） 

未満の株式 

発行済株式総数 168,563,533 － － 

総株主の議決権 － 166,707 － 

平成20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）          

パナホーム㈱ 
大阪府豊中市新千里西
町１丁目１－４ 408,000 － 408,000 0.24 

（相互保有株式）          

㈱パナホーム北関東 
栃木県宇都宮市平出町
4067－３ 12,000 － 12,000 0.00 

㈱パナホーム山梨 
山梨県甲府市上石田４
丁目12－１ 9,000 － 9,000 0.00 

神奈川西パナホーム㈱ 
神奈川県平塚市明石町
２－14 1,000 － 1,000 0.00 

㈱パナホーム多摩 
東京都立川市栄町４丁
目13－３ 1,000 － 1,000 0.00 

㈱パナホーム静岡 
静岡県浜松市砂山町
324－８ 21,000 － 21,000 0.01 

京都パナホーム㈱ 
京都市山科区西野櫃川
町50－１ 19,000 － 19,000 0.01 

㈱パナホーム伊賀 
三重県名張市美旗町池
の台東６ 3,000 － 3,000 0.00 

㈱パナホーム兵庫 
兵庫県姫路市三左衛門
堀西の町205－２ 1,000 － 1,000 0.00 

㈱パナホーム大分 
大分市中島西３丁目５
－１ 1,000 － 1,000 0.00 

（相互保有株式小計） － 68,000 － 68,000 0.04 

計 － 476,000 － 476,000 0.28 
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２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （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。 

  

 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職名が変更になった専任の執行役員は、

次の通りであります。 

 執行役員    永田 博彦（情報企画担当） 

  

  

  

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 691 616 617 620 639 638 

最低（円） 551 569 565 541 581 549 
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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、「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。 

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20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第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、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。 
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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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 30,783 36,893

受取手形・完成工事未収入金等 5,796 4,322

有価証券 28,129 14,144

未成工事支出金 9,132 6,391

販売用不動産 54,709 48,330

製品 1,752 1,138

原材料 198 323

仕掛品 51 51

その他 10,491 16,658

貸倒引当金 △203 △151

流動資産合計 140,840 128,103

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,236 21,251

その他（純額） 18,594 19,386

有形固定資産計 ※1  39,831 ※1  40,638

無形固定資産 2,768 2,880

投資その他の資産   

投資有価証券 11,549 14,026

その他 22,027 22,085

貸倒引当金 △983 △984

投資その他の資産計 32,593 35,127

固定資産合計 75,192 78,646

資産合計 216,032 206,750
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 40,219 33,976

短期借入金 453 950

未払法人税等 2,091 429

未成工事受入金 19,628 15,444

賞与引当金 2,967 2,880

売上割戻引当金 22 5

完成工事補償引当金 3,766 3,960

その他 9,994 12,362

流動負債合計 79,144 70,009

固定負債   

長期借入金 3,597 3,788

退職給付引当金 4,188 4,160

その他 11,370 11,435

固定負債合計 19,156 19,384

負債合計 98,300 89,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 28,375 28,375

資本剰余金 31,982 31,982

利益剰余金 63,316 62,761

自己株式 △230 △218

株主資本合計 123,444 122,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 350 415

土地再評価差額金 △6,766 △6,764

為替換算調整勘定 △121 △119

評価・換算差額等合計 △6,537 △6,468

少数株主持分 826 923

純資産合計 117,732 117,356

負債純資産合計 216,032 206,750
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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）

当第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) 

売上高 139,310

売上原価 105,296

売上総利益 34,014

販売費及び一般管理費 ※1  29,682

営業利益 4,331

営業外収益  

受取利息 195

受取配当金 10

その他 272

営業外収益合計 478

営業外費用  

支払利息 116

持分法による投資損失 272

その他 153

営業外費用合計 542

経常利益 4,268

特別利益  

固定資産売却益 5

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 28

特別損失  

固定資産除売却損 156

減損損失 74

たな卸資産評価損 353

ブランド統一費用 29

特別損失合計 615

税金等調整前四半期純利益 3,681

法人税等 1,876

少数株主損失（△） △10

四半期純利益 1,814
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高 90,444

売上原価 67,689

売上総利益 22,755

販売費及び一般管理費 ※1  14,886

営業利益 7,868

営業外収益  

受取利息 103

持分法による投資利益 362

その他 146

営業外収益合計 612

営業外費用  

支払利息 52

その他 78

営業外費用合計 130

経常利益 8,350

特別利益  

固定資産売却益 4

貸倒引当金戻入額 20

特別利益合計 25

特別損失  

固定資産除売却損 128

減損損失 73

ブランド統一費用 29

特別損失合計 232

税金等調整前四半期純利益 8,144

法人税等 3,085

少数株主利益 77

四半期純利益 4,981
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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）

当第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) 

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 3,681

減価償却費 1,318

たな卸資産評価損 353

賞与引当金の増減額（△は減少） 55

受取利息及び受取配当金 △205

支払利息 116

持分法による投資損益（△は益） 272

売上債権の増減額（△は増加） △1,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,621

未収入金の増減額（△は増加） 5,690

仕入債務の増減額（△は減少） 6,075

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,666

その他 △2,077

小計 8,118

利息及び配当金の受取額 236

利息の支払額 △119

法人税等の支払額 △301

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,933

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却及び償還による収入 2,053

有形固定資産の取得による支出 △370

有形固定資産の売却による収入 58

無形固定資産の取得による支出 △272

投資有価証券の売却及び償還による収入 15

貸付金の回収による収入 239

その他 △127

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,596

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） △520

長期借入金の返済による支出 △215

自己株式の取得による支出 △17

配当金の支払額 △1,261

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,012

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,515

現金及び現金同等物の期首残高 48,873

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 373

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  56,763
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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４月１日 
至 平成20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、従来、

持分法適用関連会社であった㈱パナホ

ーム多摩は議決権比率の異動により連

結子会社となったため、連結子会社数

が１社増加しております。 

(２)変更後の連結子会社の数 

15社 

２．持分法の適用に関する事

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、新たに

設立した㈱パナホーム長崎を持分法適

用の範囲に含めており、また、従来、

持分法適用関連会社であった㈱パナホ

ーム多摩は議決権比率の異動により連

結子会社となったため、持分法の適用

から除外しております。 

(２)変更後の持分法適用関連会社の数 

14社 

３．会計処理基準に関する事

項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更 

たな卸資産 

 たな卸資産については、従来、個別

法または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」（企業会計基準第9号 平成18年7

月5日）が適用されたことに伴い、個別

法または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

基づく簿価切下げの方法）により算定

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利益及び経常

利益は336百万円、税金等調整前四半期

純利益は、690百万円減少しておりま

す。  
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【簡便な会計処理】 

【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20年４月１日 
至 平成20年９月30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

年度において使用した将来の業績予測を利

用する方法によっております。 

  
当第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） 

 税金費用の計算   税金費用については、当第2四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純損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、税引前四半期純損益

に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含

めて表示しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      48,705百万円 

 ２．保証債務 

住宅ローン及びつなぎローン利用によるパナホーム

購入者のために提携金融機関（三井住友銀行ほか22

社）に対して保証している金額は9,518百万円であ

ります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

49,007百万円 

 ２．保証債務 

住宅ローン及びつなぎローン利用によるパナホーム

購入者のために提携金融機関（三井住友銀行ほか24

社）に対して保証している金額は8,431百万円であ

ります。 

当第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） 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

  (単位：百万円)

広告宣伝費 2,092
販売促進費 3,582
給料及び諸手当 9,632
賞与引当金繰入額 2,635
退職給付費用 471
   

当第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） 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

  (単位：百万円)

広告宣伝費 898
販売促進費 1,793
給料及び諸手当 4,846
賞与引当金繰入額 1,875
退職給付費用 236
   

 ２.当社グループでは、建物の完成引渡しが第２四半期・

第４四半期に集中することから、通常、第２四半期の

売上高の割合が相対的に高くなる傾向にあります。 

当第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） 

※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 

 （平成20年9月30日現在） 

                                (単位：百万円) 

 現金預金勘定            30,783       

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △20    

 取得日から３ヶ月以内に償還期限の   

 到来する短期投資(有価証券勘定)   26,000       

 現金及び現金同等物         56,763   
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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20年９月30日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式   168,563千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数  

 普通株式       445千株  

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

        (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

（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２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  当社グループの事業内容は、工業化住宅「パナホーム」の製造・施工販売及び戸建分譲住宅・宅地の販売等

 を行う住宅事業のみであるため、記載しておりません。 

  

  

【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２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が90％を超えているた

 め、記載を省略しております。  

  

  

【海外売上高】 

当第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合計額の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

  

（有価証券関係） 

 当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）  

  前連結会計年度の末日に比べて著しい変動は認められません。  

  

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年4月25日 

取締役会 
普通株式 1,261  利益剰余金 7.5 平成20年3月31日 平成20年5月29日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年10月24日 

取締役会 
普通株式 1,261  利益剰余金 7.5 平成20年9月30日 平成20年11月28日
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） 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。 

（重要な後発事象） 

       該当事項はありません。 

  

（リース取引関係） 

当第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） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて処理を行っており、リース取引残高が前連結会計年度末に比して著しい変動は認められ

ません。 

  

２【その他】 

  平成20年10月24日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………1,261百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………７円50銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年11月28日 

（注） 平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

  

  

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。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 695.38 円 １株当たり純資産額 692.48 円

当第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２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 10.79 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、潜在株式が存在してい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 29.63 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、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

  
当第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２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

四半期純利益（百万円） 1,814 4,981 

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（百万円） 1,814 4,981 

期中平均株式数（千株） 168,132 168,126 
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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5日

パナホーム株式会社 

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 中村 基夫  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 池田 賢重  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」に掲げられているパナホーム株

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、パナホーム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。 

 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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