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決算取締役会開催日 平成18年2月27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1,000株）

１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 2,692 (△32.8) △93 (－) △87 (－)
16年12月中間期 4,007 (△4.6) 86 (△66.5) 93 (△63.1)

17年 6月期 7,977 (△1.3) 74 (△78.4) 88 (△74.3)

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 △77 (－) △11 32 － －
16年12月中間期 80 (△70.0) 11 71 － －

17年 6月期 37 (△83.7) 5 39 － －
（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年 6月期 －百万円
      ②期中平均株式数 17年12月中間期 6,860,000株 16年12月中間期 6,860,000株 17年 6月期 6,860,000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、対前年中間増減率であります。

(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

円 銭 円 銭

17年12月中間期 0 00 　　　　――――――
16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年 6月期 　　　　―――――― 8 00
(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 4,953 3,276 66.1 477 57
16年12月中間期 5,674 3,394 59.8 494 83

17年 6月期 5,115 3,355 65.6 489 07

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 6,860,000株16年12月中間期 6,860,000株17年 6月期 6,860,000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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 △536 168 95 939
16年12月中間期 △391 △39 △68 1,066

17年 6月期 △276 △8 △68 1,212

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭

通　期 5,750 61 △30 8 00 8 00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△4円37銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は関係会社がないため、記載すべき事項はありません。

２．経営方針

(1）会社の経営方針

　当社は、「利益を上げることを通じて長期に渡り社会に貢献する」をテーマに、社員は仕事への意義を理解し希望

と情熱を傾け人への感謝と本音で素直な心の社風、また社会から日本一信頼される会社を目指し成長し続けるととも

に顧客の日々多様化するニーズを的確にとらえ画期的な企画提案また積極的な技術革新によって他社に負けない専門

的で独自の技術力でキラリと光る存在感のある企業であり続けることを当社の経営方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、業績に応じた配分を基本として、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を

重要な経営方針の一つとして位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。内部留保金につ

きましては、長期安定的な経営基盤強化のための原資として有効に活用させていただき営業力の強化と収益力の一層

の向上に努めていく所存であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　長引く建設不況が続く中、依然として公共投資は抑制され受注競争はますます厳しくなっております。当社は、公

共工事依存体質からの脱却を図るため、民間の営業強化を図るとともに、更なる成長のため新規事業の探索および主

力分野における抜本的な原価の低減に努め収益構造の改革を進めることを重点施策として利益を上げることを通じて

長期に渡り社会に貢献し、社員は仕事への意義を理解し希望と情熱を傾け、人への感謝と本音で素直な心の社風、ま

た社会から信頼される会社として一層の努力を重ねる為の会社組織を構築する方針であります。

　具体的には民間建築営業については、当社遊休地を利用した高齢者向け分譲マンションの計画及び提案型建築工事

の営業展開の強化を目指します。また、新規事業であります竹炭置換式土壌浄化工法による工事受注を全国的に営業

展開するとともに従来から当社が保有する技術的ノウハウを活かすため低コストの施工追求と新工法の研究に専念し、

全社的には顧客満足度を第一主義に企業として社会に信頼され貢献できる元気な会社を目標に全社員一丸となって取

組む所存であります。

　上記を踏まえての、今後の当社の事業の進展、継続のために講ずべき具体的施策は以下のとおりであります。

１）会社の競争力強化のためのトータルコスト削減及び継続的推進

２）社会環境、顧客のニーズに適合する営業品目の発掘及び新工法への挑戦

　具体的には現有営業品目の再検討を行いつつ、新規工法（土壌・水質浄化工法、狭隘地地盤改良工法、既

設橋梁保全工法、建設廃材リサイクル工法、健康住宅工法等）の研究を重ね、営業展開をいたします。

３）ＩＴの活用による有益な経営情報の収集及び発信

４）社員教育の組織的、系統的推進

５）保有資産の有効活用
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(4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

　当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ適格に対処できる経営体制の確立を重要な経営

課題の一つとして考えております。月次定期取締役会と必要に応じて開催する臨時の取締役会議において社

外取締役の意見を重視するとともに監査役は取締役の職務執行に対し厳正な監査を行っておりコンプライア

ンスにつきましては、経営陣自ら率先して実行するとともに全社員にも認識実践することを義務付けており

ます。

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

　　　当社の取締役会は、平成17年12月末現在取締役9名（うち社外取締役1名）で構成し、毎月１回の定例

取締役会と必要に応じ臨時の取締役会を開催し十分な議論を尽くし経営上の意思決定を行っております。

また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役3名（うち社外監査役2名）は取締役会の他、重要な

会議に出席して取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。

　会計監査は、中央青山監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の問題については随時確

認を行い適正な会計処理に努めております。また、税務関係におきましては、外部の税理士と契約する

とともに、法的諸問題については、顧問弁護士と契約しており必要に応じて当社の諸問題について対応

しております。

②　利害関係の概要

　　　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当社の人的関

係、資本的関係、取引的関係は開示している事項を除きありません。

③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間における実施状況　

　　　会社の業務遂行に関する重要事項については、取締役会の他、個別経営課題の協議の場として取締役、

各部長により構成する幹部会議を適時開催しており会社規定に従い実務的な検討が行われ、迅速な経営

の意思決定に大いに活用されております。また、各部門会議を月1回開催し、その会議には担当取締役が

出席することになっており会社の経営方針等の伝達を徹底しております。

 （5）親会社等に関する事項

 　　　該当事項はありません。　

 

 （6）内部管理体制の整備・運用状況

 　　　　１）管理体制の整備の運用状況

　当社では、組織規定及び業務規定をはじめとする各種規定を整備しており業務の能率的運営及び責任体

制の確立を図っております。当社全体の内部牽制機能の強化を担う組織としては、各部署より選出された

内部監査チームによる内部監査が実施されております。

 　　　　２）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

 　　　　　　　毎年７月に監査計画書及び監査実施スケジュールを作成し、監査を行っております。その際、指摘事項

　　　　　　については改善勧告を行い、改善策の徹底・各部門への水平展開・再発防止に努めております。
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３．経営成績

(1）当中間期の概況

　当上半期における我が国経済は、株価の上昇と共にデフレ経済に終止符を打ち順調な景気回復が見込まれる様相の

なか全体的には総じて明るい兆しが見えはじめたものの、中小建設業界においては依然として公共投資削減とまた激

しい過当競争が続き経営環境はきわめて厳しい状態が続きました。

　このような環境下にありまして、当社は総力を挙げて受注の確保及びコストダウンに取り組み、業績の向上を図る

べく努力をしてまいりました。また当社が保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、

減損処理に伴う特別損失55百万円を計上した結果、当上半期の業績は、受注高2,995百万円（前年同期比22.5％増）、

売上高2,692百万円（同32.8％減）、経常損失87百万円（前年同期は経常利益93百万円）、中間純損失77百万円（前年

同期は中間純利益80百万円）となりました。

（キャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末より272百万円減少し、中間会計期間末には939百万

円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①　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、536百万円の減少（前年同期は391百万円の減少）となりました。これ

は主に、売上債権の増加によるものであります。

②　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、168百万円の増加（前年同期は39百万円の減少）となりました。これは

主に、有形固定資産の売却による収入によるものであります。

③　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、95百万円の増加（前年同期は68百万円の減少）となりました。これは

主に、短期借入れによる収入であります。

(2）通期の見通し

　下半期におきましては、依然として公共事業は予算削減及び減少傾向が続いております。一方、民間の建設需要は

製造業を中心とした設備投資の増加が予想され、明るい兆しがみえますが、建設業界においては引き続き厳しい経営

環境が続くものと思われます。

　このような状況下にありまして、引き続き会社一丸となって受注確保とコスト削減に邁進する所存でございます。

　通期の業績予想といたしましては、売上高5,750百万円、経常利益61百万円、当期純損失30百万円を見込んでおりま

す。

　また、利益配当金につきましては、１株につき８円を予定しております。
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４．中間財務諸表等
(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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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

１．現金預金 1,389,992 1,263,464 1,535,836

２．受取手形 ※３ 221,855 243,238 271,968

３．完成工事未収入金 2,261,666 1,859,451 1,611,335

４．その他 309,966 312,751 368,604

貸倒引当金 △2,818 △598 △2,288

流動資産合計 4,180,661 73.7 3,678,306 74.2 3,785,455 74.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産
※１
※２

１．機械装置 209,405 164,968 182,486

２．土地 353,407 250,692 323,642

３．その他 338,886 280,451 318,947

有形固定資産計 901,699 696,112 825,077

(2）無形固定資産 33,848 27,906 31,346

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 － 306,492 217,748

２．破産債権、更生
債権等

748,216 749,912 749,912

３．その他 508,186 194,535 205,363

貸倒引当金 △697,616 △699,303 △699,312

投資その他の資産
計

558,787 551,637 473,711

固定資産合計 1,494,335 26.3 1,275,655 25.8 1,330,135 26.0

資産合計 5,674,997 100.0 4,953,962 100.0 5,115,590 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 187,780 131,020 274,780

２．工事未払金 1,514,500 968,858 1,122,100

３．短期借入金 ※２ － 150,000 －

４．未払法人税等 39,986 7,308 16,616

５．未成工事受入金 164,040 242,968 42,679

６．完成工事補償引当
金

18,410 15,760 17,550

７．その他 ※４ 121,785 109,805 165,819

流動負債合計 2,046,502 36.1 1,625,720 32.8 1,639,547 32.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 116,069 － －

２．役員退職慰労引当
金

81,913 17,183 85,581

３．その他 35,956 34,960 35,458

固定負債合計 233,939 4.1 52,143 1.1 121,039 2.4

負債合計   2,280,441 40.2  1,677,863 33.9  1,760,586 34.4
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 849,500 15.0 849,500 17.1 849,500 16.6

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 625,900 625,900 625,900

資本剰余金合計 625,900 11.0 625,900 12.6 625,900 12.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 188,250 188,250 188,250

２．任意積立金 1,520,000 1,540,000 1,520,000

３．中間(当期)未処分
利益（△未処理損
失）

181,431 △14,409 138,094

利益剰余金合計 1,889,681 33.3 1,713,840 34.6 1,846,344 36.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

29,473 0.5 86,857 1.8 33,259 0.7

資本合計 3,394,555 59.8 3,276,098 66.1 3,355,004 65.6

負債資本合計 5,674,997 100.0 4,953,962 100.0 5,115,590 100.0
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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　完成工事高 4,007,610 100.0 2,692,305 100.0 7,977,587 100.0

Ⅱ　完成工事原価 3,704,023 92.4 2,562,021 95.2 7,479,187 93.8

完成工事総利益 303,586 7.6 130,284 4.8 498,399 6.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

217,265 5.4 223,632 8.3 423,747 5.3

営業利益（△営業
損失）

86,321 2.2 △93,347 △3.5 74,652 0.9

Ⅳ　営業外収益

受取利息配当金 2,090 1,503 4,709

受取賃貸料 4,830 4,495 9,610

その他 1,162 1,601 2,680

営業外収益計 8,082 0.2 7,599 0.3 17,000 0.2

Ⅴ　営業外費用

支払利息 － 144 1,831

支払保証料 1,330 1,808 1,463

営業外費用計 1,330 0.1 1,952 0.1 3,295 0.0

経常利益（△経常
損失）

93,074 2.3 △87,700 △3.3 88,357 1.1

Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入額 24,699 1,698 25,589

固定資産売却益  ※２ － 130,028 10,832

特別利益計 24,699 0.6 131,727 4.9 36,421 0.5

Ⅶ　特別損失

固定資産処分損 2,745 30 3,582

販売用不動産評価
損

－ 7,450 －

投資有価証券評価
損

10,991 － 10,991

貸倒引当金繰入額 10,200 － 12,256

減損損失  ※３ － 55,603 －

役員退職功労加算
金

－ 31,608 －

特別損失計 23,937 0.6 94,691 3.5 26,830 0.3

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失）

93,835 2.3 △50,665 △1.9 97,949 1.3

法人税、住民税及
び事業税  31,140   4,413   44,635   

過年度法人税、住
民税及び事業税  17,788   －   17,788   

法人税等調整額 △35,440 13,488 0.3 22,545 26,958 1.0 △1,483 60,940 0.8

中間(当期)純利益
（△純損失）

80,346 2.0 △77,623 △2.9 37,009 0.5

前期繰越利益 101,084 63,214 101,084

中間(当期)未処分
利益（△未処理損
失）

181,431 △14,409 138,094
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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
（△純損失）

93,835 △50,665 97,949

減価償却費 46,206 38,322 95,101

減損損失 － 55,603 －

退職給付引当金の減少額 △12,738 － △128,808

役員退職慰労引当金の増加
額(△減少額）

1,665 △68,398 5,333

賞与引当金の減少額 △40,000 △31,178 △8,822

完成工事補償引当金の減少
額

△470 △1,790 △1,330

貸倒引当金の減少額 △22,522 △1,698 △21,356

受取利息及び受取配当金 △2,090 △1,503 △4,709

支払利息 － 144 1,831

投資有価証券評価損 10,991 － 10,991

固定資産売却益 － △130,028 △10,832

固定資産処分損 2,745 30 3,582

販売用不動産評価損 － 7,450 －

売上債権の増加額 △734,425 △219,385 △134,206

材料貯蔵品の減少額(△増
加額)

△4,902 1,520 887

破産債権、更生債権等の減
少額

12,287 － 10,591

仕入債務の増加額
（△減少額）

325,089 △297,003 19,690

未払金の増加額
（△減少額）

5,809 △94,784 107,183

未払消費税等の増加額
（△減少額）

△13,463 9,651 △16,102

未成工事受入金の増加額
（△減少額）

△62,140 200,289 △183,500

その他の流動資産の減少額
（△増加額）

△16,142 △2,166 △32,300

その他の流動負債の増加額 34,035 65,172 △32,516

その他 △791 8 △1,591

小計 △377,019 △520,410 △222,934
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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）

利息及び配当金の受取額 2,143 1,554 4,711

利息の支払額 － △827 △1,831

法人税等の支払額 △17,051 △16,433 △56,803

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△391,927 △536,117 △276,857

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 △345,000 △345,000 △345,000

定期預金の払戻による収入 345,000 345,000 345,000

有形固定資産の取得による
支出

△43,118 △9,272 △68,618

有形固定資産の売却による
収入

4,650 177,240 55,695

無形固定資産の取得による
支出

△880 △586 △2,380

投資有価証券の有償減資に
よる収入

－ 1,184 －

貸付金の回収による収入 1,597 1,639 3,216

その他の固定資産の減少額
（△増加額）

△1,790 △1,918 3,431

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△39,541 168,287 △8,655

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 － 150,000 750,000

短期借入金の返済による支
出

－ － △750,000

配当金の支払額 △68,266 △54,541 △68,376

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△68,266 95,458 △68,376

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額(△減少額)

△499,734 △272,371 △353,889

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 1,565,997 1,212,108 1,565,997

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期
末(期末)残高

1,066,262 939,736 1,212,108
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

おります。）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法によってお

ります。

(2）たな卸資産

販売用不動産

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産

同左

材料貯蔵品

　総平均法による原価法によって

おります。

材料貯蔵品

同左

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

主な耐用年数

　建物　　　７～50年

　機械装置　２～７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

　　定額法

　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）に基づく定額法によって

おります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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) 完成工事補償引当金

　完成工事に関するかし担保及び

アフターサービス等の費用に充て

るため、中間期末に至る一年間の

完成工事高に対する将来の見積補

償額に基づいて計上する方法に

よっております。

(2) 完成工事補償引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

　完成工事に関するかし担保及び

アフターサービス等の費用に充て

るため、当期の完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づいて計

上しております。

 (3）　　─────  (3）　　───── (3) 賞与引当金

　従業員への賞与の支給に充てる

ため、支給見込額基準によって計

上しております。
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項目
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）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。

(4）退職給付引当金

 ─────

 （追加情報）

　従来、従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ましたが、平成17年6月30日付で退職

金制度を廃止いたしました。この退職

金制度廃止に伴い、従業員の退職給付

債務の精算を実施しました。

(4）退職給付引当金

 ─────

 （追加情報）

　従来、従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ましたが、平成17年6月30日付で退職

金制度を廃止いたしました。この退職

金制度廃止に伴い、従業員の退職給付

債務の精算を実施し、従業員に対する

精算額（100,863千円）についてはそ

の他として計上しております。

（5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

   （追加情報）

　役員退職慰労引当金は従来、支

出時に費用として処理する方法を

採用しておりましたが、前事業年

度の下期において内規に基づく期

末要支給額を計上する方法に変更

いたしました。

　したがって、前中間会計期間は

従来の方法によっており、当中間

会計期間と同一の方法を採用した

場合と比べ、前中間会計期間の営

業利益及び経常利益は3,369千円、

税引前中間純利益は76,878千円そ

れぞれ多く計上されております。

（5）役員退職慰労引当金

　　　　　同左

（5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。
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項目
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

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

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55,603千円減少

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。

─────

表示方法の変更

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）

 ──────

 

（中間貸借対照表）

　「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末

において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記いた

しました。

　なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は211,395

千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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　有形固定資産減価償却

累計額

2,355,096千円 2,386,383千円 2,354,371千円

※２　担保提供資産

土地   133,144千円

建物   109,973千円

計   243,117千円

土地    95,183千円

建物   117,285千円

計   212,469千円

土地   130,448千円

建物   121,441千円

計   251,889千円

担保資産に対応する債

務

 
短期借入金 －千円 短期借入金150,000千円 短期借入金 －千円

 
金融機関から

の支払保証

4,000千円 金融機関から

の支払保証

68,292千円 金融機関からの

支払保証

－千円

※３　中間期末（期末）日が

休日（金融機関の休業

日）にあたる場合の中

間期末（期末）日満期

手形

─────   中間期末日が休日（金融機関の休業

日）につき、中間期末日満期手形を交

換日に入出金の処理をする方法によっ

ております。当中間期末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。　

 　受取手形　　24,006千円

─────

※４　消費税等の取扱い 　仮払消費税等および仮受消費税等

は、相殺のうえ流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

同左 ─────
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（中間損益計算書関係）

項目
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　減価償却実施額 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産

40,646千円 32,392千円 84,892千円

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産

3,857千円 5,929千円 10,208千円

 

 ※２　固定資産売却益の内訳

 

─────

 

土地     120,778千円

機械装置 　9,250千円 

計      130,028千円

 

     土地　　4,234千円

その他　6,597千円

　　計　　10,832千円

    

※３　減損損失 ─────   当社は各事業部門別の事業用資産、

共用資産、及び遊休資産にグルーピ

ングしており、当事業年度において

以下の資産について減損損失を認識

しました。

用途 種類 場　所 減損損失

(千円）

 遊休 土地 滋賀県

甲賀市

36,411

 遊休  建物
同上 

19,191

 

 　　　　　計 55,603

　当社の保有する遊休資産のうち、回

収可能価額が帳簿価額を下回るものに

ついて帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（55,603

千円）として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、時価については

主要なものは不動産鑑定評価額により、

それ以外のものについては固定資産税

評価額を合理的に調整した価額により

算定しております。

─────
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（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

　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

　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16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

千円

現金預金勘定 1,389,992

有価証券勘定 21,270

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△345,000

現金及び現金同等物 1,066,262

千円

現金預金勘定 1,263,464

有価証券勘定 21,271

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△345,000

現金及び現金同等物 939,736

千円

現金預金勘定 1,535,836

有価証券勘定 21,271

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△345,000

現金及び現金同等物 1,212,108

　（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

　該当事項はありません。 　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

(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

  　当中間会計期間においてリース契約を解

約しておりますので該当事項はありません。

    当事業年度においてリース契約を解約し

ておりますので該当事項はありません。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

  　当中間会計期間においてリース契約を解

約しておりますので該当事項はありません。

  　当事業年度においてリース契約を解約し

ておりますので該当事項はありません。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 374千円

減価償却費相当額 374千円

支払リース料 374千円

減価償却費相当額 374千円

(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、残存価格を

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
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　（有価証券関係）

（前中間会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　株式 134,748 184,200 49,452

合計 134,748 184,200 49,452

　（注）　その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未

満の場合

前中間会計期間末及び当中間会計期間末において、連続して30％以上の下落率にあ

るものについては、減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

中期国債ファンド 11,269

フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,000

非上場株式（店頭売買株式を除く） 27,194

（当中間会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　株式 134,748 280,482 145,734

合計 134,748 280,482 145,734

　（注）　その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未

満の場合

前中間会計期間末及び当中間会計期間末において、連続して30％以上の下落率にあ

るものについては、減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

- 16 -



２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

中期国債ファンド 11,270

フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,001

非上場株式 26,010

（前事業年度）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成17年６月30日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　株式 134,748 190,553 55,805

合計 134,748 190,553 55,805

　（注）　その他有価証券で時価のある株式については、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未

満の場合

前期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率にあるものについては、減

損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

前事業年度（平成17年６月30日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

中期国債ファンド 11,270

フリー・ファイナンシャル・ファンド 10,000

非上場株式 27,194
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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全く利用しておりませんので、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全く利用しておりませんので、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全く利用しておりませんので、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）

　当社は、関連会社がありませんので、持分法損益等を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）

　当社は、関連会社がありませんので、持分法損益等を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）

　当社は、関連会社がありませんので、持分法損益等を記載しておりません。

（１株当たり情報）

項目
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    494円83銭       477円57銭    489円07銭

１株当たり中間（当期）純

利益（△純損失）
  11円71銭     △11円31銭     5円39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）純利益金額又は、１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

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（当期）純利益　　（△

純損失）

（千円）

80,346 △77,623 37,009

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（△純損失）（千円）
80,346 △77,623 37,009

期中平均株式数（株） 6,860,000 6,860,000 6,860,000

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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