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平成 18 年 ６月期   中間決算短信（非連結） 平成18年２月１３日 

会 社 名 第一カッター興業株式会社        上場証券取引所 JQ 
コ ー ド 番 号 １７１６                本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.daiichi-cutter.co.jp ） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 渡辺 隆 
問い合わせ先  責任者役職名 常務取締役管理本部長  
        氏    名 広瀬 俊一       ＴＥＬ（0467）85－3939     
決算取締役会開催日  平成１８年２月１３日         中間配当制度の有無  有 
中間配当支払開始日  平成 －年－月 －日         単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

１．17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日） 
(1) 経営成績                                        （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％ 
3,059 ( 11.2)  
2,750（△9.8） 

百万円   ％ 
199  ( 111.4)  
94 (△65.6） 

百万円   ％ 
213  (  97.0)  
108 （△62.5） 

17年６月期     5,589    80     108  
（百万円未満切り捨て） 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％ 
61   (   5.3)  
58 （△63.6） 

円  銭 
           20   44 
                     19   41 

円  銭 
――― 
――― 

17年６月期   54           18 28 ――― 

(注)①持分法投資損益 17年12月中間期   ―   16年12月中間期  ―   17年６月期  ― 
②期中平均株式数 17年12月中間期 3,000,000株 16年12月中間期  3,000,000株 17年６月期   3,000,000株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

円  銭 
         0    0 
         0    0 

円  銭 
――― 
――― 

17年６月期 ―――      10   00 

(3) 財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
4,629 
5,046 

百万円 
2,949 
2,921 

％ 
63.7 
57.9 

円   銭 
        983    13 
        973    83 

17年６月期 4,408 2,918 66.2     972    70     

(注)①期末発行済株式数 17年12月中間期  3,000,000株  16年12月中間期 3,000,000株  17年６月期   3,000,000株 

    ②期末自己株式数  17年12月中間期     ―株  16年12月中間期     ―株    17年６月期           ―株 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 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 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
195 

△174 

百万円 
337 

△806 

百万円 
△30 
470 

百万円 
838 

1,008 
17年６月期 △207 △945 △30 335 

２．18年６月期の業績予想（平成 17年 ７月 １日～平成 18年 ６月 30日） 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益 
期 末  

 
通 期 

百万円 
5,938 

百万円 
307 

百万円 
114 

円 銭 
 10 00 

円 銭 
 10 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  38円00銭 
 

※ 上記の予想に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後当社を取
り巻く経済状況等の変化により、上記の予測数値とは異なる結果となる可能性があります。 
 前提条件その他の関連する事項については、添付資料の７頁を参照してください。 



- - 2 

 １．企業集団の状況 

 当社には関係会社はありませんので、記載事項はありません。 

 なお、事業の内容は次のとおりであります。 

 

〔事業の内容〕 

当社の事業は、工業用ダイヤモンドを使用したダイヤモンド工法事業（各種舗装およびコンクリート構造物の解体・撤去工

事に必要な切断工事、穿孔工事）及び、水圧を利用したウォータージェット工法事業（コンクリート構造物の耐久性の向上、石

油プラント・化学工場等のメンテナンスに有効な工事）であります。その内容は次のとおりであります。 

 

 （ダイヤモンド工法事業） 

ダイヤモンド工法は、騒音、振動、粉塵等が少なく、さらに工事を行う上では安全性、効率性、経済性にも優れております。

近年の「環境にやさしく」という社会的要請が強まっている中でまさに時代にマッチした工法であり、都市部の再開発、河川・

港湾でのアスファルト・コンクリ－ト構造物の解体・撤去・耐震補強工事には必要不可欠の工事であります。当社は長年の歴史

と豊富な経験を活かし、このニーズにいち早く取り組み、ダイヤモンド工具を広範囲に使用したダイヤモンド工法に携わってま

いりました。人と環境にやさしい技術で、優れた精度を保ちながら迅速な施工を行い、都市再生のために大きな力を発揮してお

ります。 

ダイヤモンド工法の工事内容は、電気、電話、ガス、上下水道及び情報ボックスなどの配管埋設工事、また新設コンクリート

の目地切、床版撤去など幅広い分野で使用されているフラットソーイング工事、コンクリート建築物の空調や衛生設備などの配

管、各種配線工事の孔あけ、コンクリート構造物の強度試験用サンプルの採取など多用途に用いられるコアドリリング工事、コ

ンクリート構造物にダイヤモンドチップを焼結させたワイヤーを巻き付け切断するワイヤーソーイング工事、壁面をはじめ狭い

場所や高層ビル等での工事に多用されるウォールソーイング工事、空港の夜間飛行用灯火の設置で緊急時にすばやい退避が必要

となるため、当社が独自開発した特装車を使用する空港灯火工事、ハイドロプレーニング現象による事故、高速道路や曲がりく

ねった坂道での横滑りを防ぐためのグルービング工事等があります。 

切断物に応じてこれらの工事を組み合わせて、施工を行っております。 

 

（ウォータージェット工法事業） 

ウォータージェット工法は、水の力で「洗う」「剥がす」「切る」「斫る」という多彩な機能をこなすジェット水流を利用

した新しいシステムです。高圧ジェット、超高圧ジェット及び超々高圧ジェットの３種類の噴射圧力と水量を組み合わせて施工

します。繊細な作業にも適した精度と、高水圧が生み出すパワーで、粉塵の発生もなく、環境にたいへんやさしい工法です。 

建設現場では、コンクリートに付着した塗装や汚れを、下地を傷めることなく除去する剥離工事、洗浄工事、コンクリート

の脆弱部を除去する斫り工事、コンクリートの付着効果を増す表面処理工事など、劣化したコンクリートの耐久性の向上に威力

を発揮いたします。 

また、化学工場、石油プラント、発電所等では、熱交換器等の洗浄工事、重油貯蔵タンクのライニングの除去工事、塗装や

薄膜の剥離工事により、機械設備のリニューアル、メンテナンスに使用されております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

当　社
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２．経営方針 

 

 （１）会社の経営の基本方針 

  当社は、ダイヤモンド工法事業及びウォータージェット工法事業を、全世界を対象に行い、よって最良の企業となることを

基本方針としております。施工に於けるより高いレベルの品質管理、安全管理、工程管理及び研究開発により差別化と市場競

争力の強化を図り、お客様のニーズに対応できることが社会への貢献であり株主の皆様に報いることと考えております。 

  事業の拡大と経営基盤及び財務体質の強化により、業界ナンバーワン企業としてのゆるぎない地位の確立とさらなる発展を

目指してまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題と考えており、長期的かつ安定的な配当を維持し業績を勘案した成果配分を行

い、さらに、企業体質の充実ならびに競争力を保持するために必要な技術開発と設備投資等を推進するための内部留保の確保

を基本方針としております。内部留保資金につきましては、技術開発、システム投資、人材育成等へ積極的に投入してゆく所

存であります。 

 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、株式市場の流動性向上と投資家層の拡大を図るため、1単元の株式数を1000株から100株に投資単位の切り下げを行

なっております。 

    
（４）目標とする経営指標 

   当社は、経営の重要指針として利益重視を旨とし事業展開を行ってまいりました。今後の建設投資環境等を勘案し、売上高

及び売上総利益の成長性を重視し、営業利益及び経常利益の確保に努めてまいります。さらに株主資本と当期純利益の相関関

係より企業の収益性をはかるＲＯＥ（株主資本利益率）を主たる経営指標としております。 

 

（５）中期的な会社の経営戦略 

   建設業界におきましては、公共事業の削減が続く状況下で、今後も市場環境は一段と厳しくなることが予想されます。しか

し、建設市場は今までの「モノづくり」から「モノ壊し＋モノづくり」の両産業が融合した「モノを造りかえる」リニューア

ル・補強する時代へと、変化しております。「モノ壊し」に伴う騒音・粉塵・振動は社会問題化しており、それに対応した環

境にやさしい「ダイヤモンド工法｣及び｢ウォータージェット工法｣による耐震・免震の改修工事・老朽化したコンクリート構

造物のリニューアル化が着実に増加しております。当社は数年前よりリニューアル市場への営業強化をはかっており、今後も

成長が見込まれる同分野の拡大をはかってまいります。 

    また、｢ウォータージェット工法｣は、従来型の公共事業とは別に工場設備のメンテナンス工事として機械設備の耐久性の向

上やリニューアル部門の多様化に対応した工法として需要が増加しております。日本でも数少ない超々高圧ジェットマシン

（2,800ｋｇｆ/cm2）を所有し、従来の低圧ジェットでは不可能だった高分子化合物の除去・休工期間の短縮を実現し、安全

性・効率性・経済性にも優れた施工を提供し、当社にとって新しい分野のクライアントの拡大をはかってまいります。 

具体的な経営戦略として以下の４項目を掲げ、事業を展開してまいります。 

1. 営業部門・工事部門・管理部門のマニュアルの作成とシステムの確立により内部体質の強化を図り、顧客ニーズに対応

できる質の高い営業と技術力により、さらなる受注の拡大をはかってまいります。 

     2. ウォータージェット工法の民間工場（石油プラント・化学工場・自動車関連工場等）への営業展開を強化いたします。  

3. 当社で確立した各部門のマニュアルとシステムを、増設する営業所（Ｍ&Ａ先の企業も含む）に適用し、全国展開をは

かってまいります。 

4. 研究開発部門、営業部門、経営企画室の一体化をはかり、多様化するお客様のニーズに対応するため、迅速な研究開発

を促進し新技術の開発、提案営業の拡大、安全性と効率性の向上と環境に優しい施工技術の改良をはかってまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

 当社は、ダイヤモンド工法事業につきましてはリニューアル建設市場の変化にいち早く対応し、既に都市再生・環境・Ｉ

Ｔ・耐震･免震・バイヤフリー関連工事の大型プロジェクトにそれぞれ営業担当者を配置し、設計段階より積極的な営業展開

をはかっております。また、工事の多くは公共事業関連のため季節変動型の受注から、民間設備投資関連工事の営業展開によ

り平準化した受注体制の確立をはかり、一連の専門技術を結集し安全と環境を配慮した工事の増加をはかってまいります。 

 ウォータージェット工法事業につきましては、営業強化のため専任の営業担当者の増員を行い、売上の増加をはかってまい

ります。また、超々高圧ジェットマシンの特長を活かし、研究開発を充実させ、ウォータージェットの活用の拡大をはかって

まいります。 

 更に、市場調査を行い営業所の開設と新工法についてはＭ&Ａ、アライアンスによる営業展開により市場の拡大をはかって

まいります。 

 収益面では、ＩＳＯ9001の品質管理システムにより、施工の効率化、技術レベルのアップ及び原価管理の促進をはかり収益

の向上をはかってまいります。管理部門につきましては、全営業所のオンラインシステムの構築により、情報集中管理の効率

化、合理化をはかり総合的な経費削減に取り組んでまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況 

  （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
 近年の厳しい経済状況のもと、企業経営にとって早くて正確な情報の収集、意思決定の迅速化、安定かつ強固な財務体

質が求められております。当社における企業統治は、株主、従業員、顧客はもとより、企業としての社会的責任と信頼を

高める視点から組織の効率性、透明性及び明確化を重要課題と認識しております。さらにコンプライアンスの徹底に取り

組み、取締役はもとより全従業員に法令遵守の認識と強化をはかってまいります。また、株主の皆様にいち早く情報を提

供すべく積極的にＩＲ活動に取り組み、ディスクロージャーの一層の充実をはかってまいります。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

    ・当社の業務執行・監督・内部統制組織の概要は下記のとおりであります。 

 

   ・取締役会は、経営の要となる重要な意思決定機関と位置付け、活発な討議により、迅速かつ適切な経営意思決定を 

行い、経営責任の明確化を心掛け競争力のある効率的な経営を目指しております。月１回の定例会、毎月第３月曜

日の月次決算報告及び必要に応じ臨時取締役会を開催しております。最適な意思決定に努めるとともに別途取締役

会の諮問機関およびフィードバック機関として合同会議（本部長、営業所所長、部長計１２名で構成）を月１回定

期的に開催し、取締役会決定事項の伝達、実施と検証および現場の生の意見を聴取する方式を採用し、合同会議で

決定事項の要点の検討が必要な場合や提起された事項は、取締役会で討議し迅速に対応しております。 

 ・監査役は、社内監査役、社外監査役各１名で構成され、経営の透明性、健全性を確認するため毎回取締役会に出

席し意見を述べる等積極的な活動を行っております。また、経営企画室長と各部署に赴き、会社の財産の保全及び

法令、社内規程等に基づく運営の監視を行っております。なお、執行役員制度、社外取締役制度につきましては、

今後の検討課題として前向きに検討して行く所存であります。 

選任・解任

各事業所 工事本部 営業本部 管理本部

株　主　総　会

経営企画室
（内部監査）

取　締　役　会

代表取締役社長

監　査　役

選任・解任
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・内部監査は、経営企画室長が責任者となり年間４回実施しております。各部署の所管業務が法令、定款及び社内諸

規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役社長に報告す

るとともに適切な指導を行い、会社の財産の保全及び経営効率の向上をはかっております。 

     ・顧問弁護士には、必要に応じ法令及び規程等に関する適切なアドバイスを受けております。中間期及び期末決算期に 

       は、新日本監査法人による証券取引法の監査を受けております。また、税務関連業務につきましても税理士事務所と

契約を締結し必要に応じてアドバイスを受けております。 

 

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社には、１名の社外監査役がおりますが、当社との利害関係はありません。 

 

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当社のコーポレート・ガバナンスの充実をはかるため、平成17年１月・平成17年４月・平成17年７月・平成17年10月の

４回にわたり全部署を対象に、法令に基づく報告書類・届出書類の管理状況、経理関係規程の遵守状況等を監査項目として

内部監査を実施しております。 

 

 （８）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

    当社には、関連当事者はおりませんので該当事項はありません。  

 

 （９）その他、会社の経営上の重要な事項 

       当社は、下記の特許権契約を締結しております。これらの特許、実用新案権は工事の施工方法に関する特許、実用新案権で 

   あります。ワイヤーソーイング工事、(※）レベルソーイング工事ともに工事の施工方法には数種類あり、必ずしも下記の施 

   工方法が有効というわけではありませんが、これらの施工方法は現時点において最も効率的であることから当社はこれらの契 

   約を締結しております。 

 

 技 術 受 入 契 約          

 

相 手 方 の 名 称 国 名 契 約 品 目 契 約 内 容 契 約 期 間 

ダイヤライト株式会社 日本 特許権実施契約 

当社がワイヤーソーイング工事を施工するに

あたり、ダイヤライト株式会社の所有する特

許権について通常実施権設定の承諾に対する

対価として150,000円を支払い、ダイヤライ

ト株式会社の特許権の更新に要する費用を他

の通常実施権者とで等分の負担をすることに

なっております。 

自 平成16年２月28日 

至  特許権の有効期間 
  満了日 

ナガタ工業株式会社 日本 
特許権の通常実施

権許諾契約 

当社がレベルソーイング工事を施工するにあ

たり、ナガタ工業株式会社の所有する特許権

について通常実施権を許諾されました。 

ロイヤリティーとして、工事請負金額の３％

を支払うことになっております。 

自 平成15年４月30日 

至 特許権消滅日 

 （注）1. ダイヤライト株式会社の特許権数は12件（平成17年12月31日現在）ですが、最終特許権の有効期限満了日は、 

      平成24年１月16日であります。 

      2. ナガタ工業株式会社の特許権の消滅日は、平成24年10月14日であります。 

   (※）レベルソーイング工事：フラットソーイング工事の一種で、ダイヤモンドブレードを水平に高速回転させ、擁壁 

    の立上り部分を水平に切断する工事 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

 当中間期における建設業界は、民間設備投資は堅調に推移いたしましたが、国・地方の公共事業の削減、原油の高騰による

資材価格の上昇により厳しい環境が続いております。 

当社はこのような状況下で、ダイヤモンド工法事業では橋梁耐震関連工事、ＪＲ・電鉄駅改修関連工事、都市再生開発関連

工事、民間設備投資関連工事に加え新潟中越震災復旧関連の営業展開を強化いたしました。ウォータージェット工法事業では

公共事業補修関連工事に加え超高圧ジェットマシンの多様化による民間工場の市場拡大をはかりました。売上高につきまして

は、ダイヤモンド工法事業、ウォータージェット工法事業共に前中間期の実績を上回り前年同期比11.2％増の3,059,013千円

となりました。 

ダイヤモンド工法事業は、地方公共事業の削減と過当競争による受注金額の低下の影響はありましたが、MM21線横浜地下鉄

関連工事、東京国際空港Ａ滑走路関連工事、千葉支社管内ラーメン高架橋耐震補強関連工事等の受注は順調に推移し、売上高

は前年同期比9.8％増の2,645,899千円となりました。 

また、ウォータージェット工法事業は、公共事業では第一ガラス固化体貯蔵建屋東棟（ＫＢＥ）の迷路板改造関連工事、構

造物補修工事17関連工事等を受注し、民間工場では、工業地帯の石油工場や化学工場の洗浄工事の受注により、売上高は前年

同期比21.4％増の413,114千円となりました。 

売上総利益は、原油の高騰により車両費、材料費の増加となりましたが、作業効率の向上、賃借料の削減等により前年同期

比16.7％増の913,475千円となりました。 

 営業利益は、人件費、修繕費は増加いたしましたが接待交際費、支払手数料の削減等により前年同期比111.4％増の199,999

千円となり、経常利益は、前年同期比97.0％増の213,193千円となりました。尚、中間（当期）純利益は、固定資産の減額に

係る会計基準の導入等により特別損失129,804千円が発生いたしましたが、前年同期比5.3％増の61,317千円となりました。 

 

（２）財政状態 

 １．キャッシュフローの状況 

   当中間事業年度における当社キャッシュ・フローは、営業活動で195,555千円、投資活動で337,489千円の資金を生み出す一方、

財務活動により△30,000千円の支出となった結果、当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業

年度に比べ503,045千円増加し、当事業年度末残高は、838,805千円となりました。主な要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間事業年度における営業活動の資金は、売上債権の増加額が前事業年度より少なくなったため、195,555千円となりま

した。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間事業年度における投資活動の資金は、土地建物の有形固定資産の売却による収入等があり、337,489円になりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当中間事業年度における財務活動の資金は、配当金の支払いがあったため、△30,000千円になりました。 

 ２．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 

   （注）株主資本比率：株主資本／総資産 

      時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

      債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 平成16年12月中間期 平成17年６月期 平成17年12月中間期 

株主資本比率（％） 57.9 66.2 63.7 

時価ベースの株主資本比率（％） 42.6 48.7 75.0 

債務償還年数（年） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 586.1 
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      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

      ※ 株式時価総額は、中間期末（期末）時価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

      ※ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

      ※ 債務償還年数につきましては、平成17年12月中間期は有利子負債残高が存在しないため、また平成16年12月中間期 

        及び平成17年６月期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

      ※ 平成16年12月中間期及び平成17年６月期のインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業活動によるキ 

        ャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

 

(３）通期の見通し 

公共投資削減の傾向は継続し、厳しい経営環境は当面続くものと思われます。しかしこのような状況下において、ダイヤモ  

ンド工法事業でのリニューアル関連工事、耐震免震関連工事及び民間設備投資関連工事、また、ウォータージェット工法事業 

での高速道路の補修工事及び民間工場の定期補修工事等へのさらなる営業強化をはかってまいります。 

 平成18年６月期の通期の業績見通しは、当中間期業績の影響により、売上高5,938百万円、経常利益307百万円、当期純利益

114百万円を見込んでおります。 
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  個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金預金   1,108,793   1,088,805   435,760  

受取手形 ※３  97,156   112,180   106,758  

完成工事未収入金   1,207,921   1,315,827   1,124,680  

材料貯蔵品   72,579   75,852   71,232  

その他   41,623   53,957   79,706  

貸倒引当金   △14,124   △31,655   △8,943  

流動資産合計   2,513,949 49.8  2,614,968 56.5  1,809,194 41.0 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※1,2          

土地   1,462,551   933,895   1,507,151  

その他   447,984   436,098   463,839  

計   1,910,536   1,369,993   1,970,991  

無形固定資産   6,074   4,528   5,306  

投資その他の資産           

繰延税金資産   425,718   431,438   424,667  

その他   209,002   222,576   218,390  

貸倒引当金   △18,544   △14,082   △19,844  

計   616,176   639,933   623,213  

固定資産合計   2,532,786 50.2  2,014,454 43.5  2,599,510 59.0 

資産合計   5,046,736 100.0  4,629,423 100.0  4,408,705 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

工事未払金   305,620   293,780   244,761  

短期借入金   500,000   ―    ―  

未払法人税等   48,274   104,975   ―  

賞与引当金   24,355   21,670   17,742  

その他 ※４  224,134   226,913   201,396  

流動負債合計   1,102,384 21.8  647,339 14.0  463,900 10.5 

Ⅱ 固定負債           

退職給付引当金   603,893   601,139   598,902  

役員退職慰労引当金   418,980   431,540   427,815  

固定負債合計   1,022,873 20.3  1,032,679 22.3  1,026,717 23.3 

負債合計   2,125,257 42.1  1,680,018 36.3  1,490,618 33.8 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   470,300 9.3  470,300 10.2  470,300 10.7 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   465,100   465,100   465,100  

資本剰余金合計   465,100 9.2  465,100 10.0  465,100 10.5 

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金   25,000   25,000   25,000  

任意積立金   1,850,000   1,870,000   1,850,000  

中間(当期)未処分 
利益   111,078   119,004   107,687  

利益剰余金合計   1,986,078 39.4  2,014,004 43.5  1,982,687 45.0 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   ― ―  ― ―    

資本合計   2,921,478 57.9  2,949,404 63.7  2,918,087 66.2 

負債資本合計   5,046,736 100.0  4,629,423 100.0  4,408,705 100.0 
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② 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高           

完成工事高   2,750,270 100.0  3,059,013 100.0  5,589,047 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※4          

完成工事原価   1,967,463 71.5  2,145,537 70.1  4,093,642 73.2 

売上総利益           

完成工事総利益   782,806 28.5  913,475 29.9  1,495,405 26.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  688,220 25.0  713,476 23.3  1,415,116 25.3 

営業利益   94,586 3.4  199,999 6.5  80,288 1.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,737 0.5  13,527 0.4  31,314 0.6 

Ⅴ 営業外費用   1,115 0.0  333 0.0  2,746 0.1 

経常利益   108,207 3.9  213,193 7.0  108,857 1.9 

Ⅵ 特別利益 ※2  4,319 0.2  42,829 1.4  4,650 0.1 

Ⅶ 特別損失 
※3 
※5 

 10,127 0.4  129,804 4.2  11,875 0.2 

税引前中間(当期) 
純利益   102,400 3.7  126,218 4.1  101,632 1.8 

法人税、住民税 
及び事業税  43,690   100,024   29,231   

法人税等調整額  486 44,176 1.6 △35,123 64,900 2.1 17,568 46,799 0.8 

中間(当期)純利益   58,223 2.1  61,317 2.0  54,832 1.0 

前期繰越利益   52,854   57,687   52,854  

中間(当期)未処分利益   111,078   119,004   107,687  
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益  102,400 126,218 101,632 

減価償却費  58,347 55,292 125,292 
貸倒引当金の増加額 
(△減少額)  1,214 16,950 △2,666 

役員退職慰労引当金の 
増加額(△減少額)  8,717 3,725 17,552 

退職給付引当金の増加額 
(△減少額)  △7,802 2,236 △12,793 

賞与引当金の増加額 
(△減少額) 

 75 3,928 △6,538 

未払費用の増加額 
(△減少額)  9,502 3,618 5,678 

未払金の増加額(△減少額)  25,870 24,536 3,350 

貸倒損失  1,667 1,677 2,069 
未払消費税の増加額 
(△減少額)  △4,540 15,401 △20,066 

長期前払費用償却額  161 145 300 

受取利息及び受取配当金  △3 0 △38 

支払利息  1,091 333 2,336 

有形固定資産売却益  △83 △30,553 △295 

受取保険金  ― △12,275 ― 

保険解約返戻金  △1,129 ― △1,129 

特別受取保険金  △3,058 ― △3,058 

建物解体費用  ― 48,999 ― 

減損損失  ― 71,547 ― 

有形固定資産売却損  2,031 812 3,616 

有形固定資産除却損  596 4,918 758 
売上債権の減少額 
(△増加額) 

 △348,520 △190,310 △273,566 

材料貯蔵品の減少額 
(△増加額)  △17,026 △4,620 △15,679 

工事未払金の増加額 
(△減少額)  147,735 49,018 86,876 

その他  △25,979 △19,352 △1,823 

小計  △48,734 172,249 11,807 

利息及び配当金の受取額  3 0 38 

利息の支払額  △2,317 △333 △2,336 

保険金の受取額  ― 12,275 ― 

保険解約返戻金の受取額  1,129 ― 1,129 

特別保険金の受取額  3,058 ― 3,058 

建物解体費用の支払額  ― △48,999 ― 

法人税等の還付額  ― 60,363 ― 

法人税等の支払額  △127,415 ― △221,595 
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営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △174,276 195,555 △207,898 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

定期預金の 
預入による支出  ― △150,000 ― 

有形固定資産の 
取得による支出 

 △797,046 △110,888 △925,974 

有形固定資産の 
売却による収入  677 610,646 1,447 

無形固定資産の 
取得による支出  ― ― △10 

貸付けによる支出  ― △2,000 ― 

貸付金の回収による収入  240 90 330 

保険積立金の 
支払による支出  △9,855 △10,379 △20,235 

その他  △236 21 △1,190 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △806,221 337,489 △945,632 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  500,000 550,000 500,000 

短期借入金の 
返済による支出 

 ― △550,000 △500,000 

配当金の支払額  △30,000 △30,000 △30,000 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  470,000 △30,000 △30,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額)  △510,497 503,045 △1,183,530 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高  1,519,290 335,760 1,519,290 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  1,008,793 838,805 335,760 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準及び評
価方法 

(1) たな卸資産 
  材料貯蔵品 
   先入先出法による原価法を

採用しております。 

(1) たな卸資産 
  材料貯蔵品 

同左 

(1) たな卸資産 
  材料貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物(建物附属設備
は除く)については定額法を採
用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下の
通りであります。 

  建物及び構築物 ７年～37年 
  機械装置及び車両運搬具 
          ５年～６年 

(1) 有形固定資産 
同左  

(1) 有形固定資産 
同左   

 (2) 無形固定資産 
  自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能
期間(５年)に基づく定額法を採
用しております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
  均等償却によっております。 
  なお、償却期間については、
法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 

(3) 長期前払費用 
同左 

(3) 長期前払費用 
同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の貸倒に
よる損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上
しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
  従業員に対して支給する賞与
の支出に充てるため、支給見込
額に基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
同左 

 (3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末における
退職給付債務及び年金資産の見
込額(簡便法)に基づき、当中間
会計期間末において発生してい
ると認められる額を計上してお
ります。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた
め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
(簡便法)に基づき、計上してお
ります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職金支給に備えるた
め、取締役規程及び監査役規程
に基づく中間期末要支給額を計
上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同左 

(4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職金支給に備えるた
め、取締役規程及び監査役規程
に基づく期末要支給額を計上し
ております。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

４ リース取引の処理方法  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
は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５ 中間キャッシュ・フロ

ー計算書(キャッシ
ュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等
物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま
す。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

６ その他中間財務諸表
(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 

―――――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の 
減損に係る会計基準（「固定資産の 
減損に係る会計基準の設定に関する 

意見書」（企業会計審議会 平成14 
年８月９日））及び「固定資産の減 
損に係る会計基準の適用指針」（企 

業会計基準適用指針第６号 平成15 
年10月31日）を適用しております。 
これにより税引前中間純利益は 

41,762千円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について 
は、改正後の中間財務諸表等規則に 

基づき各資産の金額から直接控除し 
ております。 
 

 

―――――――――― 
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 追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成15年法律第９号）が平

成15年３月31日に公布され、平成
16年４月１日以後に開始する事業
年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当中間会計期
間から「法人事業税における外形
標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」
（平成16年２月13日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割及
び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費
が4,309千円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前中間純利益が

4,309千円減少しております。 

 

―――――――――― 
 

―――――――――― 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は1,079,962千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は1,050,725千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額は 1,124,381千円でありま

す。 

※２ 下記の資産は借入金500,000
千円の担保に供しておりま
す。 

土地 150,000千円
 

※２  
――――――――― 

※２  
――――――――― 

※３ 受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 は
319,452千円であります。 

※３ 受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 は
422,224千円であります。 

※３ 受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 は
285,559千円であります。 

※４ 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示して
おります。 

※４ 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示して
おります。 

 
 

――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取家賃 10,774千円

受取事務手数料 1,528千円
 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取家賃 3,225千円

受取保険金 3,594千円
 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取家賃 20,774千円 

受取保険金 2,542千円 
受取事務手数料 3,100千円 

 
 

――――――――― 

※２ 特別利益のうち主要なもの 
有形固定資産売
却益 30,553千円

 
 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

建物解体費用 48,999千円
 

 

 

――――――――― 

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 57,569千円

無形固定資産 778千円
 

※４ 減価償却実施額 
有形固定資産 54,514千円

無形固定資産 777千円
 

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 123,736千円 

無形固定資産 1,556千円 
 

 
――――――――― 

※５ 減損損失 
 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損
失を計上しました。 
 
用途：事業資産 
 
場所：北海道札幌市 
 
種類：土地及び建物、その他 
 
合計：41,762千円 
 
内訳：土地  27,123千円 
   建物   3,719千円 
   その他 10,918千円 
 
 
用途：事業資産 
 
場所：神奈川県茅ヶ崎市 
 
種類：建物 
 
合計：29,785千円 
 
内訳：建物 29,785千円 
 
 

 当社は、事業用資産については管
理会計上の区分を基準に営業所単位
に、遊休資産については、個別物件

単位でグルーピングしております。
おな、本社については独立したキャ
ッシュ・フローを生み出さないこと

から共用資産としております。 
 
 札幌市の事業用資産については、

経営環境の悪化及び不動産価格の下
落により、帳簿価額を回収可能価額

 
――――――――― 
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まで減額いたしました。 

 茅ヶ崎市の物件については、建物
一部の解体を決定したため、帳場価
額を回収可能価額まで減額いたしま

した。 
 
 なお、回収可能価額は、正味売却

価額（処分見込価額から処分見込費
用を控除した金額）により測定して
おります。 

 

 

 

 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 
(平成16年12月31日現在) 

現金預金勘定 1,108,793千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△100,000 

現金及び 
現金同等物 1,008,793 

 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 
(平成17年12月31日現在) 

現金預金勘定 1,088,805千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△250,000 

現金及び 
現金同等物 838,805 

 

 現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 
(平成17年６月30日現在) 

現金預金勘定 435,760千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△100,000 

現金及び 
現金同等物 335,760 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６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 
① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 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 
① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 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 
① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

車両 
運搬具 ― ― ― 

  (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高
が有形固定資産の中間期
末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み
法により算定しておりま
す。 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(千円) 

車両 
運搬具 ― ― ― 

  (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高
が有形固定資産の中間期
末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み
法により算定しておりま
す。 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

車両 
運搬具 ― ― ― 

  (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有
形固定資産の期末残高等
に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ
り算定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円
  (注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ
ース料中間期末残高が有
形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法に
より算定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円
(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース
料中間期末残高が有形固
定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いた
め、支払利子込み法によ
り算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円
 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料
期末残高が有形固定資産
の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子
込み法により算定してお
ります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相
当額 

支払リース料 532千円
減価償却費 
相当額 532千円

 

③ 支払リース料及び減価償却費相
当額 

支払リース料 ―千円
減価償却費 
相当額 ―千円

 

③ 支払リース料及び減価償却費相
当額 

支払リース料 532千円
減価償却費 
相当額 532千円

 
④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によって
おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

 該当事項はありません。 
 

 

前事業年度末(平成17年６月30日) 

     該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を行っていませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を行っていませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

当社は、デリバティブ取引を行っていませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

 

当中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

 

(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額 973円83銭
 

１株当たり純資産額 983円13銭
 

１株当たり純資産額 972円70銭 
 

１株当たり中間純利益 19円41銭
 

１株当たり中間純利益 20円44銭
 

１株当たり当期純利益 18円28銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当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株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

中間損益計算書(損益計算
書)上の中間(当期)純利益
(千円) 

58,223 61,317 54,832 

普通株主に帰属しない金額
(千円) ─ ─ ─ 

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 58,223 61,317 54,832 

普通株式の期中平均株式数
(千株) 3,000 3,000 3,000 
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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
 

 
 
 

 

 当社は、平成16年８月６日開催の
取締役会において、業績拡大のた

め、神奈川県茅ヶ崎市萩園字上ノ前
833番1の土地､建物取得を決議し、
平成16年８月20日に取得しておりま

す。平成17年７月15日開催の当社取
締役会において、茅ヶ崎営業所及び
本社の移転を決議し、下記の物件を

譲渡すること決定し、実施いたしま
した。 
 

 譲渡資産の内容 

  土地 神奈川県茅ヶ崎市柳島一丁

目716番1 他２筆 

  建物 神奈川県茅ヶ崎市柳島一丁

目716番1 他 

  社屋として使用 

 譲渡先 株式会社新日本建物 

 譲渡価格 628百万円 

 帳簿価格 579百万円 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生 産 実 績          

当社の事業は建設業の一部であり、建設業では生産実績を定義することが困難である為、「生産の状況」は記載しておりま

せん。 

 
 

 (2) 受 注 実 績          

                                                                 (単位：千円) 

前中間会計期間 

平成16年７月１日から 

平成16年12月31日まで 

当中間会計期間 

平成17年７月１日から 

平成17年12月31日まで 

前事業年度 

平成16年７月１日から 

平成17年６月30日まで 

   

区  分 

金  額 前年同期比(%) 金  額 前年同期比(%) 金  額 前年同期比(%) 

ダイヤモンド工法事業 2,409,900 87.6 2,645,899 86.5 4,926,790 88.2 

ウォータージェット工法事業 340,370 12.4 413,114 13.5 660,257 11.8 

合   計 2,750,270 100.0 3,059,013 100.0 5,589,047 100.0 

 (注)  1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

                   2. 当社では、受注が工事日の１～２日前に確定することが多く、工期が数時間と短く、金額が僅少な工事が多いため、 

                      日々の工事施工終了時に売上を計上しております。従って、売上金額と受注実績は同額として記載しております。 

            

 

 (3) 売 上 実 績           

                                                                 (単位：千円) 

前中間会計期間 

平成16年７月１日から 

平成16年12月31日まで 

当中間会計期間 

平成17年７月１日から 

平成17年12月31日まで 

前事業年度 

平成16年７月１日から 

平成17年６月30日まで 

   

区  分 

金  額 前年同期比(%) 金  額 前年同期比(%) 金  額 前年同期比(%) 

ダイヤモンド工法事業 2,409,900 87.6 2,645,899 86.5 4,926,790 88.2 

ウォータージェット工法事業 340,370 12.4 413,114 13.5 660,257 11.8 

合   計 2,750,270 100.0 3,059,013 100.0 5,589,047 100.0 

 (注)  1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 当社の事業は請負形態を取っており、販売実績という定義は実態にそぐわないため、売上実績を記載しております。 
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建設業における受注工事高及び施工高の状況 

 ① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

（単位：千円） 

期末繰越工事高 

うち施工高 期  別 工事種別 
期首繰越 

工事高 

期中受注 

工事高 
計 

期中完成 

工事高 手持工事高 
(％)  

期中 

施工高 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 2,409,900 2,409,900 2,409,900 － － － 2,409,900 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
－ 340,370 340,370 340,370 － － － 340,370 

前中間会計期間 

自平成16年７月１日 

 

至平成16年12月31日 
計 － 2,750,270 2,750,270 2,750,270 － － － 2,750,270 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 2,645,899 2,645,899 2,645,899 － － － 2,645,899 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 

－ 
413,114 413,114 413,114 － － － 413,114 

 

当中間会計期間 

自平成17年７月１日 

 

至平成17年12月31日 
計 － 3,059,013 3,059,013 3,059,013    3,059,013 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 4,926,790 4,926,790 4,926,790 － － － 4,926,790 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
－ 660,257 660,257 660,257 － － － 660,257 

 

前事業年度 

自平成16年７月１日 

 

至平成17年６月30日 
計 － 5,589,047 5,589,047 5,589,047 － － － 5,589,047 

 （注）1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    2. 当社では、受注が工事日の１～２日前に確定することが多く、工期が数時間と短く、金額が僅少な工事が多いため、日  々

        の工事施工終了時に売上を計上しております。従って、期中完成工事高と期中受注工事高は同額として記載しております。 

     3. 当社では、毎日の施工高を全て完成工事高として計上しているため、繰越工事高はありません。従って、期中施工高は期 

    中完成工事高に一致します。 
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 ② 受注工事の受注方法別比率 

    工事受注方法は、特命と競争に大別されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1. 百分比は請負金額比であります。 

      2. 公共事業は競争受注（競争入札）ですが、当社は公共事業を直接受注しないため特命と記載いたしました。 

 

 ③ 完成工事高 

                            （単位：千円） 

期     別 区  分 官 公 庁 民  間 計 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 2,409,900 2,409,900 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
－ 340,370 340,370 

 

前中間会計期間 

自平成16年７月１日 

 

至平成16年12月31日 
計 － 2,750,270 2,750,270 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 2,645,899 2,645,899 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
－ 413,114 413,114 

 

当中間会計期間 

自平成17年７月１日 

 

至平成17年12月31日 
計 － 3,059,013 3,059,013 

ダイヤモンド

工法事業 
－ 4,926,790 4,926,790 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
－ 660,257 660,257 

 

前事業年度 

自平成16年７月１日 

 

至平成17年６月30日 
計 － 5,589,047 5,589,047 

（注）1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    2. 当社は、公共事業関連の工事を多く施工しておりますが、当社への直接発注者は全件が民間企業であります。 

      3. 前中間会計期間及び当中間会計期間ともに期中完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。 

     4. 売上高のうち主なものは次のとおりであります。 

 

 

期     別 区  分 特  命 競  争 計 

ダイヤモンド

工法事業 
100% － 100% 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
100% － 100% 

 

前中間会計期間 

自平成16年７月１日 

 

至平成16年12月31日 
計 100% － 100% 

ダイヤモンド

工法事業 
100% － 100% 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
100% － 100% 

 

当中間会計期間 

自平成17年７月１日 

 

至平成17年12月31日 
計 100% － 100% 

ダイヤモンド

工法事業 
100% － 100% 

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ 

工法事業 
100% － 100% 

 

前事業年度 

自平成16年７月１日 

 

至平成17年６月30日 
計 100% － 100% 
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       前中間会計期間（自平成16年７月１日 至平成16年12月31日) 

 

     (1) ダイヤモンド工法事業     

          三井住友建設株式会社     室町三井新館新築工事に伴う付帯工事      51,105千円 

       河本工業・関東建設工業ＪＶ  太田跨線橋撤去工事              43,365千円 

       株式会社宮地鐵工所      東京外環自動車道三郷西高架橋補修工事     40,000千円 

       鹿島道路・北川・東洋ＪＶ   中部国際空港 滑走路・誘導路舗装工事(その１) 26,724千円        

         

      (2) ウォータージェット工法事業 

             株式会社鴻池組           第二板橋給水所配水池補修工事                50,000千円 

        鉄建建設株式会社       上越線浦佐・長岡間魚野川B他災害応急工事    31,000千円 

 

     当中間会計期間（自平成17年７月１日 至平成1７年12月31日) 

 

     (1) ダイヤモンド工法事業 

          鉄建建設株式会社       ＭＭ21線横浜地下鉄南部新設他８        50,500千円 

          みらい建設工業・本間ＪＶ   東京国際空港Ａ滑走路外地盤改良工事（その２） 46,375千円 

          東鉄工業株式会社       千葉支社管内ﾗｰﾒﾝ高架橋耐震補強工事（その２） 41,160千円 

          岩田建設株式会社       一般国道12号 札幌市苗穂道路改良工事     36,500千円 

 

        (2) ウォータージェット工法事業 

          株式会社大林組        第一ガラス固化体貯蔵建屋東棟(KBE)の迷路板 

                                            改造工事のうち建築工事            29,000千円 

          株式会社昭和エンジニアリング  構造物補修工事17                 20,430千円 

 

 

          

 

なお、当社は原則として発注元の発注単位に基づき日々施工終了した工事について売上高を計上しておりますが、上記の金

額は、発注元の工事案件ごとに集計して記載しております。 

 

  

 

④ 手持工事高（平成17年12月31日現在） 

   当社は、継続的な施工の発注がなされることがありますが、受注金額が合理的に見積もれないため、手持工事高の記載は行って 

 おりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


