
 

平成18年11月期　 中間決算短信 （非連結）

株式会社　　テ　　ス　　コ 上場取引所　JASDAQ

山梨県

    （URL  http://www.tesco-net.co.jp)
古川　 彰

森田輝夫 ＴＥＬ　（0422）　56－2411

決算取締役会開催日 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）

親会社等の名称 株式会社乃村工藝社（コード番号 ： 9716）ほか１社 親会社等における当社の議決権所有比率 33.1％

１．18年５月中間期の業績（平成17年12月１日～平成18年５月31日）

(1) 経営成績 (注）金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

百万円 ％ 円 銭 円 銭

（注）　　①持分法投資損益 18年５月中間期 ― 百万円 17年５月中間期 ― 百万円 17年11月期 ― 百万円

　　　　　②期中平均株式数 18年５月中間期 17年５月中間期 17年11月期

　　　　　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であります。

(２) 財政状態

円 銭

（注）　　①期末発行済株式数 18年５月中間期 17年５月中間期 17年11月期

　　　　　②期末自己株式数 18年５月中間期 17年５月中間期 17年11月期

(３) キャッシュ・フローの状況

２．18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

通 　　期

（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期） 9 円 7 銭

３．配当状況

　・現金配当

※　１．店舗建設およびメンテナンス事業における廃棄物収集処理業務について、従来は業務受託収入および対応する費用をそれぞれ計上する「総額処理」

　　　 　を採用していましたが、契約内容の見直しを行ったことに伴い、当中間会計期間より差額である管理業務収入のみを完成工事高に計上する「純額処理」

　　 　　を採用しております。これに伴い、通期の売上高は3,300百万円減少する見込みですが、経常利益および当期純利益への影響はありません。　 　 

　　 ２．実際の業績は、今後種々の要因によって上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料８ページ「通

　　　　 期の見通し」をご参照ください。
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１.企業集団の状況

（1）企業集団の概況

　　　当社は、主に店舗建設およびメンテナンス事業、内装材等事業を営んでおります。

　　　　店舗建設およびメンテナンス事業　　　外食産業を主軸とする店舗の建設関連事業およびメンテナンスのサービス

　　　　内装材等事業　　　　　　　　　　　　　　　壁装材等内装材および履物用素材等の製造販売　　　　　　　　

　　　㈱乃村工藝社は、当社の「その他の関係会社」（当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）であり、ディスプ

　  レイ業を営んでおります。㈱乃村工藝社と当社では、共同プロジェクトチーム「N&T推進センター」を立ち上げ、ソフト・ハード・メンテ

　  ナンスをパッケージ化したサービスの提供を外食産業を中心に開始しました。両社の強みを相互に活用し合うことによって、より大き

　  なシナジー効果の実現をめざしております。

　　　また、同じく当社の「その他の関係会社」であり、外食産業を営む㈱すかいらーくより外食産業の店舗の建設およびメンテナンスを

　 請負っております。

　　　事業の系統図は次のとおりであります。

（2）関係会社の状況

（その他の関係会社） 　「N&T推進センター」の運営

　役員の兼務２名

（その他の関係会社） 　店舗の建設およびメンテナンスの

　受注、ビルの転貸、商品券の購入

　役員の兼務1名

（注）㈱乃村工藝社および㈱すかいらーくは有価証券報告書を提出しております。

資本金
（千円）

12,904,657    レストラン業

関    係    内    容
議決権の

被所有割合（％）
主要な事業内容

33.1

22.3

6,497,551    　ディスプレイ業

住         所

東京都武蔵野市

名         称

㈱乃村工藝社

㈱すかいらーく

東京都港区

その他の関係会社

㈱乃村工藝社

その他の関係会社

㈱すかいらーく

　(共同プロジェクトチーム）

店舗建設およびメンテナンス事業

当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社

内装材等事業

事業領域の拡大と
提携効果をあげる
ための活動の推進

　　N&T推進センター 商品券の購入
店舗の建設および
メンテナンスの受注
ビルの転貸

 1
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、「価値ある商空間の創造」を経営理念とし、メンテナンス事業をコア事業として経営資源を重点的に配分し、収益の

安定化を図っております。その為、優秀な人材の確保と育成を今後の課題とし、商業施設分野における、日本一のメンテナン

ス企業を目指しております。

　今後も、Ｍ＆Ａなど再編が進む外食産業を重点的に開拓すると共に、外食以外の分野にも活動の範囲を拡げ、多様化する顧

客ニーズに応えられる企画提案力と、それを実現する技術力を強化し、シェアを拡大していく所存です。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　　　　当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと認識し、将来の事業展開を考慮しつつ、適正かつ安

　　　定的な配当の維持継続を基本方針として配当性向にも充分考慮し、利益の配分を行っていく考えでおります。

　　　　また、内部留保資金の充実により財務体質の強化を図りながら、将来の技術開発、商品開発、新事業開発や情報化投資など

　　　に有効活用してまいります。当面、配当は年１回とする方針であります。

　　　　

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　　　　当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図ることは、資本政策上の重要事項と認識しております。投資単位の引き

　　　下げに関しましては、株式市場の趨勢、当社株式の流通性、株価水準、費用対効果等を総合的に勘案し、慎重に検討してまい

　　　りますが、現時点での実施時期等については未定であります。

（４）目標とする経営指標

　　　　当社は株主価値重視の観点から自己資本利益率を、効率経営の観点から総資産経常利益率を、健全経営の観点からキャッ

　　　シュ・フローを意識しつつ、実質的な無借金経営を継続しております。当面の目標として株主資本利益率、総資本経常利益率

　　　は共に10％を目標としております。

　　　　また、将来のキャッシュ・フローの増加に繋げるため、新規事業の研究開発や設備投資などを積極的に推進し、売上高経常

　　　利益率３％以上、すかいらーくグループ以外の売上高比率50％を目標に全社一丸となって取り組んでまいります。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　　　①店舗建設およびメンテナンス事業

　　　　当社を取り巻く経営環境は外食産業各社を主要顧客とすることから、個人消費に回復感が普及し始めたとはいえ、外食市場

　　　自体が成熟期を迎え、Ｍ＆Ａの波が押し寄せ外食産業各社の収益格差がはっきりと表れるなど、依然として厳しい状況が続く

　　　ものと予想されます。また、顧客の品質、コスト、納期に対する要望や、顧客にとっての独自性と差別化への提案要求はます

　　　ます高まっており、価格競争も厳しさを増しております。

　　　　このような中で、当社は、約3,500店の外食店舗の建設実績および、年間9,800店舗のメンテナンス管理店舗実績に裏付け

　　　られたノウハウを駆使して、環境にも配慮した店舗づくりを推進しております。

　　　　さらに、メンテナンス事業につきましては、上記顧客ニーズに対処するため、管理業務のＩＴ化、一元化を促進し、管理精

　　　度を高めるとともに更なるクイックレスポンス対応とローコスト化に努めてまいります。

　一方、店舗建設事業においては更なるローコスト・高品質・短工期化の取組みと顧客ニーズに応えるため、独自商品の提供

を目指し技術開発、商品開発を強化してまいります。
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　　　②内装材等事業

　　　　建設業界の経営環境が依然厳しいなか、内装材等事業につきましては、環境に配慮したオリジナル商品を住宅メーカーに絞

　　　込みをしてシェア拡大を図り、また、リサイクル型新商品の販売なども強化してまいりましたが、直接販売、代理店販売とも

　　　に売上アップに繋がるまでには至っておりません。また、世界的な原油高騰による原材料費のアップなど収益構造にも悪影響

　　　を受け、目標とする利益が確保できないなど、依然として厳しい事業内容となっております。

　このような中、工場においては生産ラインの更なる効率化を図り、高品質、短納期、ローコストならびに多品種少ロット生

産を推進しております。

　　　　今後とも、製販一貫体制によるメリットを 大限に活かし、顧客の要望を取り入れたオリジナル商品の開発を更に進めると

　　　ともに、新規顧客開拓に総力を結集して積極的に取り組んでまいります。

（６）会社の対処すべき課題

① 収益体質の改善

　緩やかながら着実に成長を続ける日本経済は、国内需要の柱である個人消費と設備投資に加え、海外需要でも輸出が堅調に

　　　推移しており、景気は拡大傾向にあります。しかし、社会のニーズは複雑かつ急速に変化し、技術も日進月歩で変化します。

　　　　このような状況に対し、いかに迅速で適切な対応ができるか否かに企業の存亡がかかっていると言っても過言ではありませ

　　　ん。そのため、社会のニーズをいち早くキャッチし、速やかに対応できる企業体質にするとともに、常に技術の研鑚に努める

　　　つもりでおります。

　　　　今後、これまで以上に信頼される技術力・企業体質をベースに、顧客の立場に立った企画力のある提案営業を展開し、より

健全で効率的な経営体質とし、事業規模の拡大と収益体質の改善に取り組んでまいります。

②人材の育成

　　　　商業施設分野で日本一の技術者集団を目指す当社は、優秀な人材の確保と育成が 重要課題となっております。この 10 年

間において新卒の採用を控えてきた結果、20 代、30 代の若手人材が不足し、従業員の年齢構成に歪みが生じている状況で

す。

そのため、昨年度より大卒、高卒の定期採用を再開し、毎年 10 名程度の新卒者を採用する一方、一定の技術レベルを身に

付けた技術者を中途で採用することにより人材ミックスを図り、中間管理職や優秀な技術を備えたスペシャリストを育て上げ

たいと考えております。

(７) 親会社等に関する事項

　①親会社等の商号等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年５月31日現在）

親　会　社　等 属　　　　　　性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する

株券が上場されている

証券取引所等

㈱乃村工藝社
上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社

33.1
（―）

　　㈱東京証券取引所

　　市場第一部

㈱すかいらーく
上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社

22.3
（―）

　　㈱東京証券取引所

　　市場第一部

　(注)親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。
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　②親会社等のうち、上場会社に与える影響が も大きいと認められる会社の商号又は名称およびその理由

　　親会社等である㈱乃村工藝社と㈱すかいらーくが当社に与える影響力は同等であります。

　　㈱乃村工藝社は、当社の議決権の33.1％を所有する当社の筆頭株主であり、当社の取締役６名のうち２名は㈱乃村工藝社の取

締役を兼任しております。㈱すかいらーくにつきましては、当社の議決権の22.3％を所有する株主であり、かつ㈱すかいらーく

およびすかいらーくグループ各社は当社の業績に大きく影響を及ぼす大口の取引先であります。

③親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　（ⅰ）㈱乃村工藝社

当社およびその他の関係会社である㈱乃村工藝社は、商業施設を中心とした企画・設計・施工に関する類似した事業を営

んでいますが、当社の強みはメンテナンス事業における高い技術力と全国対応のネットワーク力であり、また㈱乃村工藝社

の強みは集客環境作りに係る企画・デザイン力・営業力と補完性が非常に強く、この業務提携がすかいらーくグループ以外

からの受注に対して強い競争力をもつことにつながるとともに、お互いの強みを融合した新たな領域のサービスが提供でき

るものと期待しております。

また、業務提携による業務拡大のため、㈱乃村工藝社から非常勤取締役が２名就任しております。商業施設におけるロー

コスト・セグメントをパッケージ化したサービスの提供を目的としたプロジェクトチーム「Ｎ＆Ｔ推進センター」を立ち上

げ、ソフト・ハード・メンテナンスの融合を進めております。

当社の取締役６名のうち社外取締役である２名は㈱乃村工藝社からの非常勤取締役ですが、半数に至る状況にはなく、独

自の経営判断が行える状況にあると考えております。

今後も当社は、㈱乃村工藝社および㈱乃村工藝社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針であり

ますが、㈱乃村工藝社からの兼任取締役の就任状況は独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保さ

れているものと認識しております。

役　　　　　員 氏　　　　　名
親会社等又はそのグループ

企業での役職
就　　任　　理　　由

非常勤取締役 乃村義博
㈱乃村工藝社

代表取締役社長
業務提携による事業領域拡大のため

非常勤取締役 桜井洋一
㈱乃村工藝社

常務取締役
業務提携による事業領域拡大のため

（注）当社の取締役６名、監査役３名のうち、㈱乃村工藝社の兼任役員は２名であります。

　（ⅱ）㈱すかいらーく

　　　　　㈱すかいらーくは当社議決権の22.3％を所有する、その他の関係会社です。

　　　　当社は、㈱すかいらーくおよびその関係会社（すかいらーくグループ）から外食店舗等の建設およびメンテナンスを請負っ

ております。

すかいらーくグループは当社の大口、かつ安定した取引先であり、すかいらーくグループへの売上高比率が64.5％と高い

ため、グループ会社の出店計画は当社の業績に大きな影響を及ぼしますが、㈱すかいらーくがその他の関係会社であること

で、自動的に注文が来るということはなく、その他の顧客と全く同様に価格、品質、納期の優位性を持ってビジネスライク

な取引を一層強化して行く所存であります。
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また、当社は、今後さらなる事業規模の拡大を図るため、すかいらーくグループ以外からの受注拡大を目指し、その結果

すかいらーくグループへの売上高比率も漸次低下する見込みです。

　　　　　また、当社が事業活動を行う上での承認事項など、㈱すかいらーくからの事実上の制約はなく、独自に事業活動を行って

おり、一定の独立性が確保されていると考えております。

役　　　　員 氏　　　　名
親会社等又はそのグループ

企業での役職
就　　任　　理　　由

非常勤監査役 森山正秀
㈱すかいらーく

常勤監査役
監査機能の充実と内部統制システム強化のため

（注）当社の取締役６名、監査役３名のうち、㈱すかいらーくの兼任役員は１名であります。

　④親会社等との取引に関する事項

（ⅰ）㈱乃村工藝社

　　　　現在は、㈱乃村工藝社から非常勤取締役の就任など人的関係はありますが、取引はありません。

　　　業務提携の具体的内容につきましては、両社で共同プロジェクトチーム「N&T推進センター」を平成18年５月より運営して

　　　おります。

　　　　「N&T推進センター」は、両社が強固に連携し合い、両社の強みを相互に活用することによって、シナジー効果の実現を

　　　目的としており、集客環境作りの企画開発から竣工後のメンテナンス業務に至るまでの「真のトータルサービス」の提供を目

　　　指しております。

（ⅱ）㈱すかいらーく

関係内容

属　性
会社等

の名称
住　所

資本金又は

出資金

（千円）

事業の内

容又は職

業

議決権等

の被所有

割合

役員の

兼任等

事業上の

関係

　　取引の内容 取引金額

（千円）
科　目

　　期末残高

　　　（千円）

完成工事未

収入金 722,015営業

取引

店舗の建

設および

メンテナ

ンス

（注2（1））

4,201,111

未成工事受

入金 15,330

その他

の関係

会社

㈱すかい

らーく

武蔵野市 12,904,657 ﾚｽﾄﾗﾝ業 22.3% 兼任

1名

店舗の建

設および

メンテナ

ンス

営業

取引

以外の

取引

ビルの転

貸

(注2（２））

36,503

長期預り保

証金 159,106

（注）　１.上記金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　　２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　　　　（１）店舗の建設およびメンテナンスについては一般取引と同様、当社の適正な見積りにより受注しております。

　　　　　　（２）ビルの転貸については、当社が支払っている賃借料と同額を賃貸料として受取っております。

　　　　　　　　　なお、損益計算書上は、受取賃貸料と支払賃借料は相殺して表示しております。
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３． 経営成績及び財政状態

（１）経営成績

　当中間会計期間における我が国経済は、国内需要の柱である個人消費と設備投資に加え、海外需要でも輸出が堅調に推移してお

り、景気は拡大傾向にあります。

　このような経済状況のもと、当社の主要取引先である外食産業各社は、24時間営業への切り替え、宅配事業の強化、新業態や新

メニューの開発など様々な対策を打っており緩やかながらも業績は回復傾向にあります。

　そこで、当社は「メンテナンス日本一に、全員が外に」をスローガンに外食産業はもとより中古車のショールームやフィットネ

スクラブ、ベビー服専門店など外食以外の分野にも営業力を強化し、新規顧客の拡大に取り組んでまいりました。

　その結果、当中間会計期間の売上高は92億29百万円（前年同期比95.3％）となりましたが、全社ベースで原価低減の取り組み

をした結果、経常利益は１億77百万円（前年同期比151.9％）と増益となりました。

　　当期純利益につきましては96百万円（前年同期比210.8％）と前年同期を大きく上回りました。

（注）店舗建設およびメンテナンス事業における廃棄物収集処理業務について、従来は業務受託収入および対応する費用をそれぞ

れ計上する「総額処理」を採用していましたが、契約内容の見直しを行ったことに伴い、当中間会計期間より差額である管理業務

収入のみを完成工事高に計上する「純額処理」を採用しております。

　なお、当中間会計期間の売上高92億29百万円を「総額処理」にしますと、107億76百万円（前年同期比111.2％）となり、増

収となります。

　　①店舗建設およびメンテナンス事業

　　　　※建築工事、改修工事および設備工事

　 消費者のニーズが多様化する中、外食産業の市場は既存店売上高が前年対比でプラスに転じ、客数も回復傾向にありますが、

全体的には出店戦略の見直しと一層の効率的な経営が求められています。

　　　　こうした中で、当社が竣工したすかいらーくグループの建築工事の受注店舗数は40店舗（前年同期比９店舗増）と増加しま

したが、すかいらーくグループ以外の受注店舗数は新規出店抑制により４店舗（前年同期比４店舗減）と厳しい状況でした。

　　　　その結果、完成工事高は46億93百万円（前年同期比124.7％）と増加しました。

　　　　※メンテナンスその他

　雑工事および店舗のメンテナンスにつきましては、コール件数が前年同期に比べ1,479件増加し、59,281件（前年同期比

102.6％）となりました。

その結果、完成工事高は28億8百万円（前年同期比69.9％）と減収になりましたが、これも「総額処理」に直しますと、

43億55百万円（前年同期比108.3％）と増収となります。なお、従来事業の内訳として「保守営繕工事」という名称を使用し

ておりましたが、事業内容をより適切に表現するため、当期より名称を「メンテナンス」に変更いたしました。

　　　②内装材等事業

　壁紙の製造・販売を中心とする内装材事業は、工場での多品種少量生産により製販一体の強みを生かし、自社製品の拡販に

注力し、他社との差別化を推進してまいりましたが、売上高は17億27百万円（前年同期比90.7％）と大幅な減収となりまし

た。
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（２）事業等のリスク

　　　当社の経営成績および株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、次のようなものが考えられます。

　　　①外食産業への業績依存について

　当社の主要顧客である外食産業の市場規模は平成９年の30兆円弱をピークに25兆円程度まで減少を続けていますが、コン

ビニなど中食市場を含めたフードサービス産業全体の競争環境は益々激化しております。

　従って、このような厳しい競争の中、外食各社が新規出店を抑制し、計画通りの出店が出来ない場合には、当社の店舗建設

事業に影響を及ぼす可能性があります。

　　　②原材料費の上昇について

内装材等事業につきましては、昨年からの原油価格の高騰により、原材料費の上昇が収益確保を難しくしております。

今後もこのエネルギー問題が解決されず、原材料費のアップ分を販売価格に転化できない状況が続いた場合には、当社の業績

　　　に悪影響を及ぼす可能性があります。

　　　　　

（３）財政状態

　　　　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下資金という）は税引前中間純利益１億72百万円（前年同期比163.1％）

に対し、配当金の支払７億76百万円などにより７億47百万円減少し、26億96百万円となりました。

　　　　また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは下記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

　　　　 税引前中間純利益が１億72百万円計上され、減価償却費36百万円などの非現金支出費用があった一方で、売上債権の減少

２億27百万円、仕入債務の減少１億69百万円があったことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローは65百万円の収入

（前年同期は３億41百万の収入）となりました。

　　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　　　甲府工場における機械および装置等の有形固定資産取得のために行われた37百万円の支出などにより、投資活動によるキャ

ッシュ・フローは36百万円の支出（前年同期は9百万円の収入）となりました。

　　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　配当金の支払額７億76百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは７億76百万円の支出（前年同期は1億29百万

円の支出）となりました。

なお、当社のキャッシュ・フローの指標トレンドは下記のとおりであります。

第72期

（平成16年5月期）

第73期

（平成17年5月期）

第74期

（平成18年5月期）

自己資本比率　　（％） 　　　　　　60.8 　　　　　　　63.8 　　 　　 60.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
　　　　　　63.8 　　　　　　　50.4         　75.0

債務償還年数　（年） 　　　　　　　― 　　　　　　　　― 　　　 　　―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
　　　　 △95.1     　　 　212.0  　　　  542.3

     　　 （注）債務償還年数については、有利子負債を保有していないため記載しておりません。

各指標については、以下のとおり算出しております。

　　　　　　     自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産

 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
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(1) 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

(2) 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（４）通期の見通し

　　　当期の日本経済は景気回復が続き、不良債権問題は過去のものとなり平成14年２月に始まった景気拡大は７月で54ヶ月とな

り「バブル景気」（昭和61年～平成３年）を抜いて戦後２番目の長さになることが確実となってきましたが、本格的な回復には

まだ予断を許さない状況です。

　　　このような中、当社はメンテナンス事業を今後の大黒柱とし、経営資源を重点的に配分することで売上、利益を確保していこ

うと考えております。その為に優秀な人材の確保と育成を重点課題とし、商業施設分野における日本一の技術者集団を目指しま

す。また、建設事業においては新規出店、既存店の改装、新業態の開発など、外食各社の動向をすばやくキャッチし、受注獲得

に向け営業力を強化して行きます。内装材等事業におきましては、工場を持つことのメリットを前面に打ち出して顧客の多様な

ニーズにすばやく対応し、健康環境に配慮した新商品の開発など付加価値の高い商品の提供を促進いたします。

　このような経営環境の下、通期業績見通しにつきましては、売上高198億70百万円（前期比96.2％）、経常利益２億25百万

円（前期比103.3％）、当期純利益1億26百万円（前期比127.5％）となる見込みであります。



区　分
注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(資産の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ．流動資産 6,783,074 83.5 6,167,478 81.0% 7,042,577 83.4

　　現金及び預金 3,184,399 1,696,706 3,443,707

　　受取手形 796,798 691,184 685,823

　　完成工事未収入金 1,604,051 1,607,414 1,846,270

　　売掛金 384,948 407,682 401,583

　　有価証券 ― 999,600 ―

　　たな卸資産 290,299 303,357 305,469

　　未成工事支出金 272,380 263,761 224,582

　　その他 255,494 201,181 138,360

　　貸倒引当金 △ 5,298 △ 3,411 △ 3,219

Ⅱ．固定資産 1,336,134 16.5 1,444,436 19.0 1,403,133 16.6

　  有形固定資産 ※1 998,434 12.3 992,439 13.0 1,001,303 11.9

　　　建物 ※2 157,196 149,776 155,684

　　　機械及び装置 ※2 179,166 195,278 184,010

　　　工具・器具及び備品 57,956 44,828 53,442

　　　土地 ※2 582,462 582,462 582,462

　　　その他 ※2 21,652 20,092 25,702

　  無形固定資産 26,230 0.3 21,719 0.3 23,414 0.3

　　投資その他の資産 311,470 3.9 430,277 5.7 378,416 4.4

　　　投資等 ※2 340,402 448,429 398,170

　　  貸倒引当金 △ 28,931 △ 18,151 △ 19,753

資　　産　　合　　計 8,119,209 100.0 7,611,914 100.0 8,445,711 100.0

(参考）
平成17年11月30日現在

当中間会計期間末
（平成18年5月31日現在）

前中間会計期間末
（平成17年5月31日現在）

中　間　貸　借　対　照　表
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区　分
注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(負債の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ．流動負債 2,751,224 33.9 2,826,122 37.1 3,071,186 36.4

　　支払手形 127,495 133,828 118,231

　　工事未払金 1,298,558 1,397,019 1,597,534

　　買掛金 814,267 790,882 775,310

　　未払法人税等 9,808 73,000 28,647

　　未成工事受入金 165,763 90,215 101,797

　　その他 335,332 341,176 449,665

Ⅱ．固定負債 190,019 2.3 205,147 2.7 130,918 1.5

    長期未払金 83,593 24,492 24,492

　  その他 106,426 180,655 106,426

負　　債　　合　　計 2,941,244 36.2 3,031,269 39.8 3,202,104 37.9

(資本の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ．資本金 730,000 9.0 ― ― 730,000 8.7

Ⅱ．資本剰余金 468,000 5.8 468,000 5.5

 　 資本準備金 468,000 ― 468,000

Ⅲ．利益剰余金 3,959,823 48.8 4,013,001 47.5

　  利益準備金 160,000 ― 160,000

　  任意積立金 3,750,000 ― 3,750,000

　  中間（当期）未処分利益 49,823 ― 103,001

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 20,474 0.2 ― ― 33,345 0.4

Ⅴ．自己株式 △ 333 0.0 ― ― △ 740 0.0

資　　本　　合　　計 5,177,964 63.8 ― ― 5,243,606 62.1

負　債　・　資　本　合　計 8,119,209 100.0 ― ― 8,445,711 100.0

(純資産の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ．株主資本 4,526,607 59.5

　　 （1）資本金 ― ― 730,000 9.6 ― ―

　　 (2）資本剰余金 ― 468,000 6.2 ―

　　　資本準備金 ― 468,000 ―

　　 (3)利益剰余金 ― ― 3,329,347 43.7 ― ―

　　　利益準備金 ― 160,000 ―

　 　 別途積立金 ― 3,070,000 ―

　　　繰越利益剰余金 ― 99,347 ―

      (4)自己株式 ― ― △ 740 0.0 ― ―

Ⅱ．評価・換算差額等 ― ― 54,037 0.7 ― ―

    その他有価証券評価差額金 ― 54,037 ―

純　　資　　産　　合　　計 ― ― 4,580,645 60.2 ― ―

負　債　・　純  資  産　合　計 ― ― 7,611,914 100.0 ― ―

(参考）
平成17年11月30日現在

当中間会計期間末
（平成18年5月31日現在）

前中間会計期間末
（平成17年5月31日現在）

中　間　貸　借　対　照　表
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区　分
注記
番号

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

Ⅰ．売上高 9,689,792 100.0 9,229,874 100.0 20,657,970 100.0

　　完成工事高 7,784,749 7,502,305 16,956,385

　　製品売上高 1,337,768 1,179,056 2,591,394

　　商品売上高 567,273 548,512 1,110,191

Ⅱ．売上原価 8,907,287 91.9 8,427,505 91.3 19,055,851 92.2

　　完成工事原価 7,450,972 7,067,269 16,193,404

　　製品売上原価 943,633 879,718 1,877,255

　　商品売上原価 512,681 480,518 985,191

Ⅱ．売上総利益 782,505 8.1 802,369 8.7 1,602,119 7.8

　　完成工事総利益 333,777 435,036 762,980

　　製品売上総利益 394,135 299,338 714,138

　　商品売上総利益 54,592 67,993 124,999

Ⅲ．販売費及び一般管理費 688,791 7.1 632,689 6.9 1,414,398 6.9

　   営業利益 93,713 1.0 169,679 1.8 187,720 0.9

Ⅳ．営業外収益 ※1 30,993 0.3 9,829 0.1 42,005 0.2

Ⅴ．営業外費用 ※2 7,867 0.1 2,077 0.0 11,971 0.0

　　 経常利益 116,839 1.2 177,431 1.9 217,754 1.1

Ⅵ．特別利益 ※3 3,590 0.0 597 0.0 6,958 0.0

Ⅶ．特別損失 ※4 14,749 0.1 5,716 0.1 18,594 0.1

　　 税引前中間（当期）純利益 105,679 1.1 172,312 1.8 206,117 1.0

    法人税、住民税及び事業税 4,067 0.0 66,482 0.7 53,602 0.3

    過年度法人税等 1,120 0.0 ― ― 1,120 0.0

    法人税等調整額 54,833 0.6 9,579 0.1 52,557 0.2

     中間（当期）純利益 45,659 0.5 96,250 1.0 98,837 0.5

    前期繰越利益 4,163 ― 4,163

     中間（当期）未処分利益 49,823 ― 103,001

中　間　損　益　計　算　書

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日

(参考）当中間会計期間前中間会計期間
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当中間会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日） （単位：千円）

別   途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年11月30日残高 730,000 468,000 468,000 160,000 3,750,000 103,001 4,013,001 △ 740 5,210,261

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し ― ― ― ― △ 680,000 680,000 ― ― ―

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 779,904 △ 779,904 ― △ 779,904

中間（当期）純利益 ― ― ― ― ― 96,250 96,250 ― 96,250

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 ― ― ― ― △ 680,000 △ 3,653 △ 683,653 ― △ 683,653

平成18年5月31日残高 730,000 468,000 468,000 160,000 3,070,000 99,347 3,329,347 △ 740 4,526,607

平成17年11月30日残高

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し ― ― ―

剰余金の配当 ― ― △ 779,904

中間（当期）純利益 96,250

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額）

中間会計期間中の変動額合計

平成18年5月31日残高

33,345

20,692

評価・換算差額等

― ―

△ 662,961

4,580,645

20,692

54,037

純資産合計

5,243,606

20,692

中 間 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

資本金 自己株式資   本
剰余金
合   計

利    益
準備金

利   益
剰余金
合   計

その他利益
剰余金

資本剰余金

株主資本

20,692

54,037

株主資本
合計資　 本

準備金

利益剰余金

評価・換算差額合計

33,345

20,692

その他有価証券評価差額金
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前中間会計期間 当中間会計期間 （参考）

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

自　平成16年12月 １日
至　平成17年11月30日

注記
番号

金　　　　　　　額 金　　　　　　　額 金　　　　　　　額

千円 千円 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 105,679 172,312 206,117

　　減価償却費 42,394 36,985 89,109

　　貸倒引当金の減少額 △ 3,590 △ 1,410 △ 14,847

　　役員退職慰労引当金の減少額 △ 80,982 - △ 80,982

　　受取利息及び配当金 △ 4,179 △ 579 △ 12,016

　　支払利息 1,612 120 1,615

    有価証券売却益 △ 1,184 - △ 1,184

　　固定資産処分損 2,598 5,716 6,306

    事業整理損 12,151 - 12,151

　　売上債権の減少額 577,351 227,395 429,472

　　たな卸資産の減少額（△増加額） 1,905 △ 37,066 34,533

　　前払費用の減少額 16,596 4,666 15,629

　　破産・更生債権等の減少額 6,438 1,602 15,616

　　見本帳関連勘定の減少額（△増加額） △ 45,357 43,455 9,019

　　仕入債務の減少額 △ 462,041 △ 169,346 △ 211,285

　　未払金の減少額 △ 83,352 △ 39,938 △ 37,734

　　未払費用の増加額（△減少額） △ 14,566 △ 75,711 55,313

　　未成工事受入金の増加額（△減少額） 1,613 △ 11,581 △ 62,353

　　未払消費税等の増加額 18,376 11,542 11,644

　　長期未払金の増加額 83,593 - 24,492

　　役員賞与の支払額 △ 14,873 - △ 14,873

　　その他 21,074 △ 74,530 37,157

181,260 93,631 512,901

　　利息及び配当金の受取額 4,118 550 12,008

　　利息の支払額 △ 1,612 △ 120 △ 1,615

　　法人税等の支払額（△）または還付額 158,107 △ 28,628 123,147

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 341,873 65,433 646,442

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有価証券の取得による支出 - △ 1,000,000 -

　　有価証券の償還による収入 41,817 1,000,000 41,817

　　有形固定資産の取得による支出 △ 34,593 △ 37,558 △ 74,569

　　無形固定資産の取得による支出 - △ 2,086 △ 1,088

　　投資有価証券の売却による収入 - - 953

　　貸付けによる支出 △ 6,000,000 - △ 14,000,000

　　貸付金の回収による収入 6,000,000 - 14,000,000

　　その他 2,126 3,587 △ 2,382

　　投資活動によるキャッシュ・フロー 9,350 △ 36,058 △ 35,269

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

　　自己株式の取得による支出 - - △ 406

　　配当金の支払額 △ 129,992 △ 776,775 △ 130,227

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 129,992 △ 776,775 △ 130,634

Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 221,231 △ 747,400 480,539

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 2,963,168 3,443,707 2,963,168

Ⅵ.現金及び現金同等物の中間会計期間末

キ ャ ッ シ ュ  ・フ ロ ー 計 算 書

　　小　　　　　　　　　　　　　　　　　計

区分

　　（期末）残高
3,184,399 2,696,306 3,443,707※
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〔中間財務諸表作成の基本となる重要な事項〕

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

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）

時価のないもの 移動平均法による原価法

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品・仕掛品・原材料 総平均法による原価法

未成工事支出金              　  個別法による原価法

貯蔵品　　 　　　　　 最終仕入原価法

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物（附属設備を除く）　 　17年～38年　　　

機械及び装置　　　 　　　　　７年～ 8年

無形固定資産 定額法

なお、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。

4 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権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。

5 収益及び費用の計上基準

完成工事高 工事完成基準

6 見本帳の会計処理方法 商品の見本帳の製作費用は「長期前払見本帳費」として計上し、見本帳発行

期間に対応して均等額を償却しております。なお、そのうち１年以内に費用と

なるべき額は「前払見本帳費」として計上しております。

7 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。

8 中間キャッシュ・フロー計算書におけ 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

る資金の範囲 現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動

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。

9 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び預り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。
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〔会計処理方法の変更〕

1 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。

これによる損益に与える影響はありません。

2 貸借対照表の純資産の部の表示に 当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」　

関する会計基準 （企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平

成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は4,580,645千円であります。　

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表規則により作成

しております。

3 株主資本等変動計算書に関する会 当中間会計期間より「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会

計基準 計基準第6号　平成17年12月27日）及び「株主資本等変動計算書に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第９号　平成17年12月27日）

を適用しております。
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（追加情報）

　 店舗建設およびメンテナンス事業における廃棄物収集処理業務について、従来は業務受託収入および対応する費用をそれぞれ完

成工事高および完成工事原価に計上する「総額処理」を採用していましたが、当期に同業務に係る契約内容の見直しを行ったことに

伴い、当中間会計期間より差額である管理業務収入のみを完成工事高に計上する「純額処理」を採用しております。

   この結果、従来の方法によった場合と比較して、完成工事高および完成工事原価は1,546,692千円減少しておりますが、営業利益、

経常利益および税引前当中間純利益への影響はありません。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※1　有形固定資産の減価償却累計額 ※1　有形固定資産の減価償却累計額

千円 千円 千円

※２　担保に供している資産及び対応する ※2　担保に供している資産及び対応する ※2　担保に供している資産及び対応する

　　 　債務        債務        債務

　建物 千円 　建物 千円 　建物 千円

　機械及び装置 千円 　機械及び装置 千円 　機械及び装置 千円

　土地 千円 　土地 千円 　土地 千円

　その他（構築物） 千円 　その他（構築物） 千円 　その他（構築物） 千円

計 千円 計 千円 計 千円

（注）担保権によって担保されている債務 （注）担保権によって担保されている債務 （注）担保権によって担保されている債務

はありませんが、銀行との当座借越契約 はありませんが、銀行との当座借越契約に はありませんが、銀行との当座借越契約に

に基づいて担保提供を行っております。 基づいて担保提供を行っております。 基づいて担保提供を行っております。

なお、下記の資産は宅地建物取引業法に なお、下記の資産は宅地建物取引業法に なお、下記の資産は宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として供託しております。 基づく営業保証金として供託しております。 基づく営業保証金として供託しております。

投資等(投資有価証券） 10,188 千円 投資等（投資有価証券） 9,933 千円 投資等(投資有価証券） 10,102 千円

（中間損益計算書関係）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

　　　 受取利息 3,936 千円         受取利息 14 千円         受取利息 9,815 千円

　　　 受取配当金 167 千円 　　   受取配当金 188 千円         受取配当金 2,085 千円

       債務消却益 13,115 千円         債務消却益 13,115 千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

        支払利息 1,612 千円         支払利息 120 千円         支払利息 1,615 千円

        売上割引 6,254 千円         売上割引 1,776 千円         売上割引 10,351 千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

        貸倒引当金戻入益 3,590 千円         貸倒引当金戻入益 597 千円         貸倒引当金戻入益 6,411 千円

        投資有価証券売却益 547 千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

        固定資産除却損 2,598 千円         固定資産除却損 5,716 千円         固定資産除却損 6,306 千円

        事業整理損 12,151 千円         事業整理損 12,151 千円

        リース解約損 137 千円

    ５　減価償却実施額    ５ 　減価償却実施額 　 ５　減価償却実施額

　　　  有形固定資産 38,635 千円          有形固定資産 32,873 千円         有形固定資産 81,380 千円

　　　  無形固定資産 3,759 千円          無形固定資産 3,781 千円         無形固定資産 7,535 千円

前中間会計期間末
（平成17年5月31日現在）

2,624,186

（参考）
平成17年11月31日現在

当中間会計期間末
（平成18年5月31日現在）

2,609,7982,533,328

202,864

148,661

424

207,436 198,519

409 416

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月31日

前中間会計期間 　 当中間会計期間 （参考）
自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

38,978

工　　場　　財　　団

19,373

148,661

工　　場　　財　　団

36,117

13,331

37,487

16,299

148,661

工　　場　　財　　団
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成17年12月1日　至　平成18年5月31日）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数
当中間会計

期間末株式数
適要

　　発行済株式

　 　  普通株式 12,998,400 ― ― 12,998,400

                合計 12,998,400 ― ― 12,998,400

　　自己株式

　　　  普通株式 1,600 ― ― 1,600

                合計 1,600 ― ― 1,600

2.配当に関する事項

決            議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基    準    日 効力発生日

平成18年２月23日
定時株主総会

普通株式 779,904千円 60円 平成17年11月30日 平成18年２月24日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　※現金及び現金同等物の中間期末残 　※現金及び現金同等物の中間期末残 　※現金及び現金同等物の期末残高と貸

      高と中間貸借対照表に記載されて 　　 高と中間貸借対照表に記載されて 　　 借対照表に記載されている科目の金

　 　いる科目の金額との関係 　 　いる科目の金額との関係 　 　額との関係

 現金及び預金勘定 3,184,399 千円  現金及び預金勘定 1,696,706 千円  現金及び預金勘定 3,443,707 千円

 有価証券 　999,600 千円

 現金及び現金同等物 3,184,399 千円  現金及び現金同等物 2,696,306 千円  現金及び現金同等物 3,443,707 千円

（参考）

自  平成16年12月 １日
至　平成17年11月31日

前中間会計期間

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

当中間会計期間　

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日
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　（リース取引関係）

リース物件の所 ①リース物件の取得価額相当額 ①リース物件の取得価額相当額 ①リース物件の取得価額相当額

有権が借主に 　　減価償却累計額相当額及び 　　減価償却累計額相当額及び 　　減価償却累計額相当額及び

移転すると認め 　　中間期末残高相当額 　　中間期末残高相当額 　　期末残高相当額

られるもの以外

のファイナンス･

リース取引

 　千円  　千円  　千円  　千円  　千円  　千円  　千円  　千円  　千円

工具･器具 工具･器具 工具･器具

及び備品 39,652 24,342 15,309 及び備品 26,624 11,368 15,256 及び備品 36,623 16,117 20,505

無形固 無形固 無形固

定資産 64,228 11,519 52,708 定資産 76,064 31,066 44,997 定資産 66,065 16,128 49,937

合計 103,880 35,862 68,018 合計 102,688 42,434 60,253 合計 102,688 32,246 70,442

②未経過ﾘｰｽ料中間期末残高 ②未経過ﾘｰｽ料中間期末残高 ②未経過ﾘｰｽ料期末残高相当額

  相当額   相当額

　　　　１年内　　　　　 18,254 千円 　　　　１年内 　　　　 19,379 千円 　　　　１年内　　　　　　20,061 千円

　　　　１年超　　　　　 50,316 千円 　　　　１年超 　　　　 41,442 千円 　　　　１年超　　　　　　50,910 千円

　　　　合　 計 68,570 千円 　　　　合　 計 60,821 千円 　　　　合　 計 70,971 千円

③当中間期の支払リース料、 ③当中間期の支払リース料、 ③当期の支払リース料、減価償

   減価償却費相当額及び支払 　減価償却費相当額及び支払   却費相当額及び支払利息相当

   利息相当額    利息相当額    額

　支払リース料 12,507 千円 　支払リース料 10,482 千円 　支払リース料 24,041 千円

　減価償却費相当額 11,869 千円 　減価償却費相当額 10,188 千円 　減価償却費相当額 23,248 千円

　支払利息相当額 622 千円 　支払利息相当額 332 千円 　支払利息相当額 769 千円

④減価償却費相当額の算定方法 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。

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の

  取得価額相当額との差額を利

  息相当額とし、各期への配分

  方法については､利息法によっ

  ております。

（参考）

④減価償却費相当額の算定方法

自　平成16年12月 １日
至　平成17年11月30日

同　　左

取得価額
相当額

減価償
却累計
額相当

額

中間期
末残高
相当額

同　　左

同　　左 同　　左

前中間会計期間 当中間会計期間

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

取得価額
相当額

取得価
額相当

額

減価償
却累計
額相当

額

中間期
末残高
相当額

減価償
却累計
額相当

額

中間期
末残高
相当額
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（単位：千円）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

建築工事 2,770,879 1,879,257 1,977,936 2,197,001 5,537,961 2,000,814

改修工事 1,497,434 245,389 2,570,629 444,400 3,309,169 309,330

設備工事 377,585 14,650 519,475 68,630 707,088 25,710

メンテナンス 3,925,882 402,056 2,319,224 55,143 8,179,037 357,099

その他 78,336 ― 189,761 2,500 240,097 ―

小計 8,650,117 2,541,352 7,577,026 2,767,674 17,973,354 2,692,953

1,887,925 35,173 1,750,675 67,451 3,693,640 44,344

10,538,043 2,576,525 9,327,702 2,835,126 21,666,994 2,737,298

（注）１.従来、事業の内訳として「保守営繕工事」という名称を使用しておりましたが、事業内容をより適切に表現するため、

　 当中間会計期間より名称を「メンテナンス」に変更いたしました。

２.店舗建設およびメンテナンス事業における廃棄物収集処理業務について、従来は業務受託収入および対応する費用をそ

　 れぞれ計上する「総額処理」を採用していましたが、契約内容の見直しを行ったことに伴い、当中間会計期間より差額

　 である管理業務収入のみを完成工事高に計上する「純額処理」を採用しております。

　 なお、総額処理にした場合のメンテナンスの受注高は4,162,449千円、受注残高は351,675千円となり、全体の受注高は

   11,170,927千円、受注残高は3,131,658千円となります。

事業部門別の受注高及び受注残高

自　平成16年12月 １日
至　平成17年11月30日

（参考）前中間会計期間 当中間会計期間

合　　　　　計

店
舗
建
設
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

内装材等事業
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金額 比率 金額 比率 金額 比率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

　建築工事 1,925,795 19.9 1,781,749 19.3 4,571,320 22.1

　改修工事 1,475,644 15.2 2,435,559 26.4 3,223,438 15.6

　設備工事 362,935 3.8 476,555 5.2 681,378 3.3

　メンテナンス 3,923,328 40.5 2,621,180 28.4 8,221,440 39.8

　その他 97,046 1.0 187,261 2.0 258,807 1.3

　完成工事高計 7,784,749 80.3 7,502,305 81.3 16,956,385 82.1

　壁装材 1,264,583 13.1 1,123,412 12.2 2,455,330 11.9

　その他 73,185 0.8 55,644 0.6 136,063 0.6

　製品売上高計 1,337,768 13.8 1,179,056 12.8 2,591,394 12.5

　壁装材 454,891 4.7 390,071 4.2 807,856 3.9

　その他 112,382 1.2 158,440 1.7 302,334 1.5

　商品売上高計 567,273 5.9 548,512 5.9 1,110,191 5.4

9,689,792 100.0 9,229,874 100.0 20,657,970 100.0

（注） 1.従来、事業の内訳として「保守営繕工事」という名称を使用しておりましたが、事業内容をより適切に表現する

　ため、当中間会計期間より名称を「メンテナンス」に変更いたしました。

2.店舗建設およびメンテナンス事業における廃棄物収集処理業務について、従来は業務受託収入および対応する費

　用をそれぞれ計上する「総額処理」を採用していましたが、契約内容の見直しを行ったことに伴い、当中間会計

　期間より差額である管理業務収入のみを完成工事高に計上する「純額処理」を採用しております。

　なお、総額処理にした場合のメンテナンスの売上高は4,167,873千円、売上比率は38.7％となり、売上高の合計

  は10,776,567千円となります。

店
舗
建
設
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業

内
装
材
等
事
業

　合計

事業部門別売上高

自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日

自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日

(参考）当中間会計期間前中間会計期間
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１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　類 取　得　原　価 中間貸借対照表計上額

株　　　式 18,625 52,721 34,095

国　　　債 10,000 10,188 188

そ　の　他 4,004 4,242 238

合　　計 32,629 67,151 34,521

１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　類 取　得　原　価 中間貸借対照表計上額

株　　　式 18,219 107,862 89,643

国　　　債 10,000 9,933 △ 67

そ　の　他 3,999 5,533 1,534

合　　計 32,218 123,328 91,110

１．その他有価証券で時価のあるもの

種　　　類 取　得　原　価 貸借対照表計上額

株　　　式 18,219 73,075 54,856

国　　　債 10,000 10,102 102

そ　の　他 3,999 5,263 1,264

合　　計 32,218 88,440 56,222

（単位：千円）

15,970

２．時価評価されていない主な有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）

種　　　類 貸借対照表計上額

　　その他有価証券

２．時価評価されていない主な有価証券

非上場株式 15,970

（単位：千円）

種　　　類 中間貸借対照表計上額

　　その他有価証券

（単位：千円）

差　　　　額

種　　　類

　　その他有価証券

非上場株式

中間貸借対照表計上額

前事業年度末（平成17年11月30日現在）

15,970

（単位：千円）

差　　　　額

（有価証券の時価等関係）

当中間会計期間末（平成18年５月31日現在）

（単位：千円）

前中間会計期間末(平成17年５月31日現在）

２．時価評価されていない主な有価証券

（単位：千円）

差　　　　額
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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12月１日　至 平成17年５月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っ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12月１日　至 平成18年５月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っ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12月１日　至 平成17年11月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

（持分法損益等）

（１株当たり情報）

 　１株当たり純資産額    　398.34円  　１株当たり純資産額  　 352.40円 　 １株当たり純資産額     403.40円

 　１株当たり中間純利益      3.51円  　１株当たり中間純利益 　  7.40円 　 １株当たり当期純利益     7.60円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中    なお、潜在株式調整後１株当たり中    なお、潜在株式調整後１株当たり当

　 間純利益金額については、潜在株式    間純利益金額については、潜在株式    期純利益金額については、潜在株式

 　がないため記載しておりません。    がないため記載しておりません。    がないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  １株当たり中間（当期）純利益金額

　中間（当期）純利益（千円） 45,659 96,250 98,837

　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） 45,659 96,250 98,837

　期中平均株式数（株） 12,999,000 12,998,400 12,998,954

該当事項はありません。

当中間会計期間

自 平成17年12月 1日

至 平成18年 5月31日

前 中 間 会 計 期 間　 当 中 間 会 計 期 間　 前 事 業 年 度

前中間会計期間 前事業年度

自 平成16年12月 1日

自 平成16年12月 1日

至 平成17年11月30日

至 平成17年11月30日

自 平成16年12月 1日

至 平成17年 5月31日

自 平成16年12月 1日

至 平成17年 5月31日

自 平成17年12月 1日

至 平成18年 5月31日
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