
 

 

平成 18 年 12 月期   個別中間財務諸表の概要          平成18年 8月18日 

会 社 名  美樹工業株式会社 上 場 取 引 所 ジャスダック証券取引所 
コード番号  1718 本社所在都道府県 兵庫県 
（ＵＲＬ http://www.mikikogyo.co.jp） 
代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 
          氏    名 三 木 茂 克 
問合せ先責任者  役  職  名 執行役員管理本部長 
          氏    名 三 木 立 子 TEL （079） 281 － 5151 
決算取締役会開催日  平成18年 8月18日 

中間配当支払開始日  平成18年 9月 4日           単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 
 
１．18年6月中間期の業績（平成18年1月1日 ～ 平成18年6月30日） 
(1) 経営成績                                     （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 6月中間期 5,671   (   2.6) 276  (  35.1) 282   (  26.6)

17年 6月中間期 5,528  (  13.8) 204 (△38.8) 223  (△35.9)

17年12月期 12,450  (  14.8) 690 (   6.4) 710   (  13.7)

 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 百万円 ％ 円  銭

18年 6月中間期 181   ( 23.7) 35．87  
17年 6月中間期 146  (△31.6) 29．00 

17年12月期 391   ( 12.9) 74．99  
(注)１．期中平均株式数     18年６月中間期 5,065,444株  17年６月中間期 5,065,815株  17年12月期 5,065,815株 
２．会計処理の方法の変更   無 
３．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) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年 6月中間期 10,783  5,454  50.6   1,076．80  
17年 6月中間期 9,618 5,092 52.9  1,005．19 

17年12月期 11,398 5,373 47.1  1,058．42 
(注)１．期末発行済株式数   18年６月中間期  5,065,015株  17年６月中間期  5,065,815株  17年12月期  5,065,815株 

２．期末自己株式数    18年６月中間期      1,300株  17年６月中間期     500株  17年12月期     500株 

 

２．18年12月期の業績予想（平成18年 1月 1日～平成18年12月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 14,000  800 400 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 76円59銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

 17年12月期 7.50 7.50 15.00

 18年12月期（実績） 8.00 －

 18年12月期（予想） － 8.00
16.00

 

※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、上記の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
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Ⅰ．中間財務諸表等  

(1)【中間財務諸表】 

①中間貸借対照表 
（単位：千円） 

  
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

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）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  846,527 734,695  436,242 

２．受取手形 ※３ 95,692 109,052  118,292 

３．完成工事未収入金  1,476,672 1,238,139  2,950,239 

４．販売用不動産  900,707 849,381  839,662 

５．商品  840 942  636 

６．未成工事支出金  1,448,992 959,677  1,339,999 

７．原材料  153,329 149,528  129,381 

８．繰延税金資産  28,218 25,893  31,692 

９．その他  385,522 106,378  64,719 

貸倒引当金  △2,200 △15,100  △33,900 

流動資産合計   5,334,301 49.5 4,158,589 43.2  5,876,965 51.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物  964,220 1,042,408  983,657 

(2)土地  2,858,577 2,848,707  2,848,707 

(3)その他  67,730 57,351  58,572 

有形固定資産合計  3,890,528 3,948,468  3,890,937 

 ２．無形固定資産  11,354 12,548  11,440 

 ３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  667,119 555,398  745,493 

(2)関係会社株式  354,507 354,507  354,507 

(3)繰延税金資産  214,363 217,442  170,176 

(4)その他  404,271 435,732  413,275 

貸倒引当金  △92,929 △64,419  △64,419 

投資その他の資産合計  1,547,333 1,498,662  1,619,033 

固定資産合計   5,449,216 50.5 5,459,679 56.8  5,521,410 48.4

資産合計   10,783,518 100.0 9,618,269 100.0  11,398,376 100.0
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（単位：千円） 

  
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

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）     

Ⅰ 流動負債     

１．工事未払金  905,207 913,297  1,439,724 

２．短期借入金  400,000 200,000  830,000 

３．一年以内返済予定長 
期借入金 

 177,000 252,000  227,000 

４．未払法人税等  126,000 91,000  181,000 

５．未払消費税等  11,204 42,668  51,135 

６．未成工事受入金  1,052,548 529,934  809,996 

７．賞与引当金  22,319 22,300  20,434 

８．完成工事補償引当金  9,600 10,900  10,700 

９．その他  378,154 357,357  439,735 

流動負債合計   3,082,034 28.6 2,419,458 25.2  4,009,726 35.2

Ⅱ 固定負債     

１．社債  1,200,000 900,000  900,000 

２．長期借入金  368,000 545,000  444,000 

３．退職給付引当金  163,991 161,232  161,951 

４．役員退職慰労引当金  461,675 445,723  454,359 

５．その他  53,801 54,746  54,546 

固定負債合計   2,247,467 20.8 2,106,701 21.9  2,014,856 17.7

負債合計   5,329,501 49.4 4,526,159 47.1  6,024,583 52.9

（資本の部）     

Ⅰ．資本金   － － 521,950 5.4  521,950 4.6

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  － 462,960  462,960 

資本剰余金合計   － － 462,960 4.8  462,960 4.0

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  － 17,368  17,368 

２．任意積立金     

(1)別途積立金  － 3,550,000  3,550,000 

３．中間(当期)未処分利益  － 427,406  634,397 

利益剰余金合計   － － 3,994,775 41.5  4,201,765 36.9

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  － － 112,724 1.2  187,416 1.6

Ⅴ 自己株式   － － △300 △0.0  △300 △0.0

資本合計   － － 5,092,110 52.9  5,373,792 47.1

負債・資本合計   － － 9,618,269 100.0  11,398,376 100.0
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（単位：千円） 

  
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金 額 
構成比
(%) 

金 額 
構成比 
(%) 

金 額 
構成比
(%) 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   521,950 4.8 － －  － －

 ２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金  462,960 －  － 

   資本剰余金合計   462,960 4.3 － －  － －

 ３．利益剰余金     

  (1) 利益準備金  17,368 －  － 

  (2) その他利益剰余金     

     別途積立金  3,750,000 －  － 

     繰越利益剰余金  566,113 －  － 

   利益剰余金合計   4,333,482 40.2 － －  － －

 ４．自己株式   △1,080 △0.0 － －  － －

  株主資本合計   5,317,312 49.3 － －  － －

Ⅱ．評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価 
   差額金 

  138,900 1.3 － －  － －

 ２．繰延ヘッジ損益   △2,196 △0.0 － －  － －

  評価・換算差額等合計   136,703 1.3 － －  － －

純資産合計   5,454,016 50.6 － －  － －

負債純資産合計   10,783,518 100.0 － －  － －
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②中間損益計算書 

（単位：千円） 

  
当中間会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前事業年度の要約損益計算書 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

区分 
注記 
番号 

金 額 
百分比
(%) 

金 額 
百分比 
(%) 

金 額 
百分比
(%) 

Ⅰ 売上高     

１．完成工事高  5,405,089 5,266,389  11,889,539 

２．不動産事業等売上高  266,592 5,671,682 100.0 262,283 5,528,673 100.0 561,291 12,450,831 100.0

Ⅱ 売上原価     

１．完成工事原価  4,514,022 4,398,289  9,940,701 

２．不動産事業等売上原価  175,411 4,689,434 82.7 170,392 4,568,681 82.6 350,304 10,291,005 82.6

売上総利益   982,247 17.3 959,991 17.4  2,159,825 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   706,047 12.4 755,549 13.7  1,468,828 11.8

  営業利益   276,200 4.9 204,442 3.7  690,996 5.6

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  9 80  833 

２．受取配当金  18,712 16,551  18,691 

 ３．満期保険金  － 13,829  20,739 

 ４．その他  9,116 27,838 0.5 4,958 35,419 0.6 11,519 51,783 0.4

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  10,150 12,930  22,562 

 ２．社債利息  1,847 1,917  3,359 

 ３．社債発行費  5,724 －  － 

 ４．その他  3,460 21,183 0.4 1,581 16,428 0.3 6,690 32,612 0.3

  経常利益   282,855 5.0 223,433 4.0  710,167 5.7

Ⅵ 特別利益 ※１  27,591 0.5 9,287 0.2  47,894 0.4

Ⅶ 特別損失 ※２  21,500 0.4 1,019 0.0  52,153 0.4

税引前中間(当期)純利益   288,946 5.1 231,700 4.2  705,908 5.7

法人税、住民税及び事業税  113,287 84,022  322,829 

法人税等調整額  △6,051 107,236 1.9 760 84,782 1.5 △8,824 314,005 2.5

中間(当期)純利益   181,710 3.2 146,918 2.7  391,902 3.2

  前期繰越利益   － 280,488   280,488

  中間配当金   － －   37,993

  中間(当期)未処分利益   － 427,406   634,397
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③中間株主資本等変動計算書 

 当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式

株主 

資本 

合計 

平成 17 年 12 月 31 日 残高 

（千円） 
521,950 462,960 462,960 17,368 3,550,000 634,397 4,201,765 △300 5,186,375

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立て   200,000 △200,000 － －

 剰余金の配当   △37,993 △37,993 △37,993

 利益処分による役員賞与   △12,000 △12,000 △12,000

 中間純利益   181,710 181,710 181,710

 自己株式の取得    △780 △780

 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        （千円） 
－ － － － 200,000 △68,283 131,716 △780 130,936

平成 18 年６月 30 日  残高 

（千円） 
521,950 462,960 462,960 17,368 3,750,000 566,113 4,333,482 △1,080 5,317,312

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成 17 年 12 月 31 日 残高 

（千円） 
187,416 － 187,416 5,373,792

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立て   －

 剰余金の配当   △37,993

 利益処分による役員賞与   △12,000

 中間純利益   181,710

 自己株式の取得   △780

 株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

（純額） 

△48,516 △2,196 △50,713 △50,713

中間会計期間中の変動額合

計        （千円） 
△48,516 △2,196 △50,713 80,223

平成 18 年６月 30 日  残高 

（千円） 
138,900 △2,196 136,703 5,454,016
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等による

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等による

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） 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等による時価法

（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 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

 同左 

デリバティブ 

 同左 

 たな卸資産 

（1）販売用不動産 

個別法による原価法 

たな卸資産 

（1）販売用不動産 

同左 

たな卸資産 

（1）販売用不動産 

同左 

（2）商品 

最終仕入原価法による原価法 

（2）商品 

最終仕入原価法 

（2）商品 

同左 

（3）未成工事支出金 

個別法による原価法 

（3）未成工事支出金 

同左 

（3）未成工事支出金 

同左 

（4）未成販売用土地 

個別法による原価法 

（4）未成販売用土地 

同左 

（4）未成販売用土地 

   同左 

（5）原材料 

最終仕入原価法による原価法 

（5）原材料 

最終仕入原価法 

（5）原材料 

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（建物付属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物         ４～65年 

工具器具備品     ３～20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 

定額法を採用しております。 

 また、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

（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）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額の当中間会計期間負担額を

計上しております。 

（2）賞与引当金 

同左 

（2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

（3）完成工事補償引当金 

 完成工事について無償で行う補修

費用に備えるため過去の一定期間に

おける実績を基礎に将来の補償見込

を加味して計上しております。 

（3）完成工事補償引当金 

同左 

（3）完成工事補償引当金 

同左 
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項目 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

（4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

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。 

 数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（７年）による定額法に

より、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

（4）退職給付引当金 

同左 

（4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

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

ます。 

数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（７年）による定額法に

より、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

（5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備える

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。 

（5）役員退職慰労引当金 

同左 

（5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

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．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の支払利息

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

（3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。

（3）ヘッジ方針 

同左 

（3）ヘッジ方針 

同左 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判断まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較して判

断しております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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 

（1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

（1）消費税等の会計処理 

同左 
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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の変更 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31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

の適用方針」（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。 

なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

―――――― ―――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

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」（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

5,456,212千円であります。 

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等規則により

作成しております。 

―――――― ―――――― 

 
追加情報 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日） 

―――――― （外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年

２月13日））が公表されたことに伴い、当中間会

計期間末から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割4,700千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年

２月13日））が公表されたことに伴い、当事業年

度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付

加価値割及び資本割11,000千円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

前事業年度末 

（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

966,641千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

940,102千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

948,995千円

 ２ 偶発債務（保証債務等） 

   下記の会社の金融機関借入金に対して、 

  次のとおり保証を行っております。 

 ２ 偶発債務（保証債務等） 

   下記の会社の金融機関借入金に対して、 

  次のとおり保証を行っております。 

 ２ 偶発債務（保証債務等） 

   下記の会社の金融機関借入金に対して、 

  次のとおり保証を行っております。 
 

  かつみ企画㈱ 1,240,000千円  

 

  かつみ企画㈱ 537,000千円 

 

  かつみ企画㈱ 1,352,000千円 

 ─────  ───── ※３ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、当

会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。当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           4,315千円

 
 
 

（中間損益計算書関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１ 特別利益の内容は次のとおりであります。 ※１ 特別利益の内容は次のとおりであります。 ※１ 特別利益の内容は次のとおりであります。 
 

固定資産売却益 296千円

貸倒引当金戻入益 23,690千円

投資有価証券売却益 3,605千円
  

 

貸倒引当金戻入益 9,287千円
  

 

投資有価証券売却益 47,894千円
  

※２ 特別損失の内容は次のとおりであります。   ※２ 特別損失の内容は次のとおりであります。  ※２ 特別損失の内容は次のとおりであります。  
 

ゴルフ会員権評価損 21,500千円
  

 

店舗閉鎖損失 1,019千円
  

 

固定資産除却損 41,531千円

店舗閉鎖損失 10,622千円
  

３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 28,798千円

無形固定資産 1,221千円
  

 

有形固定資産 35,414千円

無形固定資産 1,108千円
  

 

有形固定資産 69,991千円

無形固定資産 2,216千円
  

 
 
 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 （注） 500 800 － 1,300 

   合計 500 800 － 1,300 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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（リース取引関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．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、減損損失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 

 

 

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） 

その他（有形
固定資産） 

57,389 36,713 20,675 

無形固定資産 100,610 47,406 53,204 

合計 157,999 84,119 73,879 
 

 

 

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）

その他（有形
固定資産） 

48,074 34,406 13,668

無形固定資産 111,552 40,226 71,325

合計 159,626 74,633 84,993
 

 

 

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）

その他（有形
固定資産） 

50,088 36,144 13,944

無形固定資産 112,492 52,196 60,296

合計 162,580 88,340 74,240
 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 (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 

  未経過リース料中間期末残高相当額   
 

１年内 25,911千円 

１年超 51,082千円 

合計 76,994千円  

 
１年内 26,311千円

１年超 60,335千円

合計 86,647千円 

 
１年内 29,492千円

１年超 49,231千円

合計 78,724千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

 
支払リース料 19,129千円 

減価償却費相当額 15,898千円 

支払利息相当額 1,861千円  

 
支払リース料 19,414千円

減価償却費相当額 17,287千円

支払利息相当額 1,437千円 

 
支払リース料 38,832千円

減価償却費相当額 32,258千円

支払利息相当額 5,217千円 

(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 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

 
（有価証券関係） 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ
るものはありません。 
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（１株当たり情報） 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 
  

１株当たり純資産額 1,076円80銭

１株当たり中間純利益金額 35円87銭
  

  

１株当たり純資産額 1,005円19銭

１株当たり中間純利益金額 29円00銭
  

  

１株当たり純資産額 1,058円42銭

１株当たり当期純利益金額 74円99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。 

 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 181,710 146,918 391,902 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 12,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (12,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 181,710 146,918 379,902 

期中平均株式数（株） 5,065,444 5,065,815 5,065,815 
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（重要な後発事象） 
当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 ───── 

 

 ───── 

 

 ───── 
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Ⅱ．受注工事高・完成工事高・繰越工事高  
 
１．受注工事高           （単位：千円） 

区    分 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前期比
（%） 

前 事 業 年 度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

建 築 2,919,511 1,761,783 165.7 4,309,117 

土 木 675,828 474,749 142.4 1,047,339 

ガ ス 導 管 敷 設 1,512,469 1,458,734 103.7 2,922,650 

建 
 

設 

小  計 5,107,808 3,695,268 138.2 8,279,107 

ガ ス 設 備 891,296 691,609 128.9 1,388,230 

給排水衛生空調設備 786,186 489,653 160.6 1,138,260 
設 

備 小  計 1,677,482 1,181,262 142.0 2,526,491 

リフォーム住宅(注) 468,741 345,088 135.8 614,279 住 

宅 小  計 468,741 345,088 135.8 614,279 

合    計 7,254,032 5,221,619 138.9 11,419,878 
 
 
２．完成工事高           （単位：千円） 

区    分 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前期比
（%） 

前 事 業 年 度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

建 築 2,051,197 1,266,659 161.9 3,969,621 

土 木 371,327 741,916 50.1 1,410,729 

ガ ス 導 管 敷 設 1,593,473 1,676,364 95.1 3,096,350 

建 
 

設 

小  計 4,015,998 3,684,940 109.0 8,476,702 

ガ ス 設 備 617,760 858,797 71.9 1,661,852 

給排水衛生空調設備 488,780 430,121 113.6 1,112,595 
設 

備 小  計 1,106,540 1,288,918 85.9 2,774,448 

リフォーム住宅 282,550 292,530 96.6 638,389 住 

宅 小  計 282,550 292,530 96.6 638,389 

合    計 5,405,089 5,266,389 102.6 11,889,539 

 
 
３．繰越工事高           （単位：千円） 

区    分 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前期比
（%） 

前 事 業 年 度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

建 築 3,514,759 2,974,183 118.2 2,646,446 

土 木 987,013 661,637 149.2 682,513 

ガ ス 導 管 敷 設 646,989 757,875 85.4 727,992 

建 
 

設 

小  計 5,148,762 4,393,696 117.2 4,056,952 

ガ ス 設 備 579,740 437,938 132.4 306,204 

給排水衛生空調設備 573,419 317,978 180.3 276,013 
設 

備 小  計 1,153,159 755,917 152.6 582,217 

リフォーム住宅 295,956 184,642 160.3 109,766 住 

宅 小  計 295,956 184,642 160.3 109,766 

合    計 6,597,879 5,334,256 123.7 4,748,935 
 

  － － 44


