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１．18年 6月中間期の連結業績（平成18年 1月 1日～平成18年 6月30日） 
(1) 連結経営成績        （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 11,556   (   8.5) 429  (  23.5) 404   (  11.8)
17年 6月中間期 10,651  (   8.5) 347 (△23.7) 361  (△24.8)

17年12月期 22,759  (   8.1) 928 (△ 3.3) 958  (  3.6)
 

 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

18年 6月中間期 59   (△68.0) 10．86 ─── 
17年 6月中間期 185  (△27.2) 35．41 ─── 
17年12月期 509  (  10.2) 97．04 ─── 

(注)１．持分法投資損益     18年６月中間期   △３百万円 17年６月中間期     ６百万円 17年12月期     22百万円 
２．期中平均株式数（連結） 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 
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) 連結財政状態 

 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 17,602  6,864 35.4  1,229．15 
17年 6月中間期 15,082  5,910 39.2  1,166．79 

17年12月期 18,095  6,273 34.7  1,235．93 
(注) 期末発行済株式数（連結）  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 
 
(3) 連結キャッシュ･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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年 6月中間期 1,667  △581 △534  1,664 
17年 6月中間期 444  △58 △271  1,300 

17年12月期 △821  △759 1,507  1,113 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数   ５社   持分法適用非連結子会社数   －社  持分法適用関連会社数   １社 

 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)   －社   (除外)   －社     持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 

 
２．18年12月期の連結業績予想（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 

24,971 1,080 425 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 80円46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、上記の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 



Ⅰ．企業集団の状況  

 当社グループは、当社、連結子会社５社及び持分法適用関連会社１社により構成されており、総合建設業として建設工事、

設備工事、住宅の施工販売、不動産賃貸等の事業展開を行っております。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 

 

１）建設事業 

 当社において、建築工事、土木工事及び都市ガス導管敷設とそれに係る道路保全・維持管理等の工事を行っており

ます。また、かつみ企画㈱においてマンション分譲を行っております。 

 建築工事        公共施設、商業施設、マンション、事務所、倉庫等の施工を行っております。 

 土木工事        国や県、市町村の発注による河川・公園の施工、下水道、道路建設、舗装・宅地造成工事等を行ってお

ります。 

ガス導管敷設工事    大阪ガス㈱の指定工事会社として都市ガス導管の新規敷設工事や経年管の入れ替え・移転工事を行って

おります。また、道路保全として大阪ガス㈱等から発注されたガス管敷設工事に係る道路舗装工事等や

エポ工法（注１）、ハネックス工法（注２）を用いたマンホール鉄蓋修繕工事を行っております。その

他維持管理業務として、ガス保安を目的とした点検、他の埋設管工事（例えば下水道管等）において既

埋設ガス管が影響する場合の立会い等を行っております。 

（注１） ダイヤモンドカット円形切断技術による修繕工法であります。 

（注２） 遠赤外線加熱融断技術による修繕工法であります。 

マンション分譲     かつみ企画㈱において、土地情報の収集から建物のプラン企画設計、販売までの一貫した業務を行って

おります。 

  

２）設備事業 

 当社において、敷地内や建物内等のガス配管工事、ガス温水暖冷房システム等のガス設備工事や給排水工事、ビル

等の空調設備工事を行っております。また、子会社三樹エンジニアリング㈱においてガス機器の販売及び施工を行っ

ております。 

ガス設備工事      敷地内や建物内等のガス配管工事や、大阪ガス㈱の販売するガス温水暖冷房システムやＧＨＰ（注１）・

エコウィル（注２）の施工を行っております。また、子会社三樹エンジニアリング㈱において、ガス機

器の販売及び施工を行っております。 

（注１）ガスヒーポン＝室外機のコンプレッサーをガスエンジンで駆動しヒートポンプ運転によって暖

冷房を行う空調システムであります。 

（注２）大阪ガス㈱、東邦ガス㈱、西部ガス㈱、㈱ノーリツが開発した排熱利用ユニットと、本田技研

工業㈱が開発したガスエンジンユニットを組み合わせたもので、各家庭に設置されたガスエン

ジンで発電した電力を住宅内で使用するとともに、発電時に発生した排熱を給湯や床暖房、浴

室暖房乾燥機などに利用するシステムであります。 

給排水衛生空調設備工事 公共施設・商業施設・マンション等の大型工事において給水・給湯・排水・暖冷房工事を行い、保守・

点検・修理とメンテナンス体制を整えております。また、ビルのスプリンクラー等の消防設備工事を行

っております。 

戸建住宅においても同様の工事を行っており、道路を掘削しての水道配管工事を併せて行っております。 

 

３）住宅事業 

当社において、戸建住宅・宅地分譲及びリフォーム工事を行っております。また、子会社セキスイハイム山陽㈱に

て積水化学工業㈱のプレハブ住宅「セキスイハイム（鉄骨系プレハブ住宅）」「セキスイツーユーホーム（木質系プ

レハブ住宅）」の販売と施工、子会社セキスイファミエス山陽㈱においてセキスイハイム山陽㈱施工物件のリフォー

ム工事を行っております。 

 

４）不動産賃貸事業 

 当社及び子会社㈱山陽リアルエステートにおいて、不動産物件の賃貸及び管理を行っております。 

 また、子会社かつみ企画㈱において、介護付有料老人ホームの運営を行っております。 
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５）その他事業 

 当社において、パブリックゴルフ場（湯村カンツリークラブ）の運営等を行っております。また、関連会社㈱山陽

リアルエステートにおいて飲食事業の経営を行い、関連会社ハイデッキ㈱において、鋼板加工等を行っております。 

 

 

 

 

 

 

【事業系統図】 
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かつみ企画㈱ 
（連結子会社） 
・土木・都市ガス導管敷設工事 

ガス機器販売・施工

顧

三樹エンジニアリング㈱ 
（連結子会社） 
不動産物件の賃貸・管理 

飲食事業の経営 

事・給排水衛生空調設備工事 

キスイハイム山陽㈱ 
（連結子会社） 
キスイファミエス山陽㈱ 
（連結子会社） 

戸建住宅・宅地分譲 
リフォーム工事 

客

（

官

公

庁

・

民

間

企

業

・

個

人

） 
㈱山陽リアルエステート 
（連結子会社） 
持 ） 

代理店業務、パブリックゴルフ場の運営 

鋼板加工等 
ハイデッキ㈱ 
分法適用関連会社
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プレハブ住宅 
販売・施工 
プレハブ住宅 
リフォーム 
（発注）
（発注）
（発注）
（発注）
介護付有料老人 
ホームの運営 



Ⅱ．経営方針  

 

１．経営の基本方針 

  当社の経営理念は「信用第一」であります。 

 

 お客様が期待なさる品質・納期・完成にお応えすることによる「顧客からの信用」、施工に際して周辺地域・住民の皆

様からも支持を得られる施工管理や地域に根ざした奉仕活動の継続による「地域からの信用」、安全面・環境面・情報開

示を通じた「社会からの信用」、そして社員全員が当事者意識をもって目標達成することによる「社内の信用」。これら

の信用の高揚を経営の基本としております。 

  こうした信用の高揚を実践に移すべく経営指針「信用の高揚10ヶ条」を定めております。 

 

【信用の高揚10ヶ条】 

① 経営方針には全員が参画し 経営計画は必ず達成する会社 

② お客様から満足と信頼をいただき お客様に感動を与える会社 

③ 社会に責任をもち 社会に容認される会社 

④ 情報を共有し 情報を開示し 経営の透明性を誇れる会社 

⑤ 地域に奉仕貢献し 地域に密着した会社 

⑥ 環境問題に真剣に進歩的にとり組む会社 

⑦ 脱請負を目ざし 企画事業 提案受注を目ざす会社 

⑧ 礼儀作法 規則 約束を守り 社格の向上に努める会社 

⑨ 相互信頼と切磋琢磨が共存する会社 

⑩ 無事故 無災害 を継続する会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、施工後の顧客満足度を計るべく「ＣＳアンケート」を継続的に実施することにより、工事品質の維持・向上と

顧客ニーズへのきめ細かい対応を実施しております。 

 

 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は、利益配分に関する方針といたしまして、連結業績と配当性向及び将来の事業拡大のための内部留保の充実

などを総合的に勘案しながら、株主の皆様へ長期的に安定した配当を継続することを基本方針としてまいりました。 

 上記の方針を踏まえて、当社は平成18年12月中間期に対前年同期比0.5円増配の1 株当たり８円の配当を実施いたし

ます。また、平成18年12月期末の１株当たりの配当予想につきましても、株主の皆様のご支援に報いるため、期末配

当を１株当たり0.5円増配の８円とし、年間で１円増配の16円といたします。 

また、業績の伸張に応じても営業先行投資、設備投資などを慎重に検討しつつ、利益配分を行う予定であります。 

 
 

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、あらゆる投資家、特に個人投資家の方々の参加を容易にするために、投資単位の引き下げは経営上の重要

な課題と認識し、業績、株価の推移及び市況の状況を総合的に勘案し、検討・実施していく方針であります。 

 
 

４．目標とする経営指標 

当社グループは、安定的な成長を目指すため、一層の経営体質強化に向けた利益重視の観点から売上高経常利益率

を重要な経営指標といたしております。グループ全体の売上高経常利益率5.0％以上、当社個別での売上高経常利益率

6.0％以上を目標値としてその達成に努めております。 
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５．中期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、公共事業投資の削減による受注競争激化及びそれに伴う利益率低下などの対応策として、期首

に「原価率の低減」、「経営基盤の拡充」、「顧客満足度の向上」、「売上・利益の平準化」、「人材育成」、「環

境保護」の６項目を掲げ、安定した収益確保、社会貢献を課題としております。 

原価率の低減に関しましては、原価率の目標を設定し、全体的な施工管理能力の向上による工期の短縮と、その

ノウハウの共有による全社的な効果の拡大を進め、毎月の経営会議において分析を行い、現状を把握するとともに

今後の活動を検討しております。 

経営基盤の拡充に関しましては、かつみ企画㈱においてマンション分譲事業等を行うとともに、㈱山陽リアルエ

ステートにおいてセキスイハイム山陽㈱のテリトリー内外での在来工法の住宅販売及び飲食事業の展開を行い、営

業エリアの拡大を図っております。また、当社において営業エリア拡大のため東京支店を開設する予定であります。 

顧客満足度の向上、売上・利益の平準化に関しましては、工事品質を高め、顧客の信頼による安定した受注獲得

に結びつけるよう注力いたします。 

人材育成に関しましては、研修室を設置することにより個々の技術力向上を図るとともに、資格取得の支援をよ

り積極的に行います。 

環境保護に関しましては、エコアクション２１の取得準備中で、2007年度上半期中の取得を目指しております。 

以上の６項目を推し進めるとともに、無事故・無災害を継続し、更なる発展を目指します。 

 
 

６．親会社等に関する事項 

該当する事項はありません。 

 
 

７．内部管理体制の整備・運用状況 

当該項目におきましては、『コーポレート・ガバナンスに関する報告書』を提出しておりますので、そちらをご

参照下さい。 

 
 

８．その他、経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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Ⅲ．経営成績及び財政状態  

 

１．経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に、企業の業況判断の改善や設備投資の増加に

つながりました。また、雇用情勢の改善による求人の増加及び所得の上昇により、個人消費は穏やかに増加しており

ます。経済の先行きにつきましては、企業業績も堅調に推移していることから、安定した穏やかな成長が続くものと

見込まれます。一方、ゼロ金利政策解除などを背景とした、長期プライムレートの上昇等の、景気の下押し要因には、

留意する必要があるものと考えられます。 

建設業界におきましては、国土交通省より発表された2006年度の建設投資見通しでは、民間で住宅・非住宅をあわ

せ34兆7,600億円（前年比3.5%増）、政府投資では18兆1,500億円(前年比8.7%減)で、全体で52兆9,100億円と前年を1.0%

下回るものと見込まれております。このように、民間需要は引き続き増加傾向にあるものの、公共工事の減少幅を埋

めるまでには至らず、建設業界の過当競争は一層激しくなるものと考えられます。 

このような経営環境の中、当社グループにおきましては、期首より「原価率の低減」、「経営基盤の拡充」、「顧客満

足度の向上」、「売上・利益の平準化」、「人材育成」、「環境保護」の６項目を掲げるとともに、前期に設立したかつみ

企画㈱においてマンション分譲等を行うなど、安定した収益の確保に努めてまいりました。 

以上の結果、当社グループの業績につきましては、当期の受注も好調に推移した結果、連結売上高は、前年同期比 

8.5％増の11,556百万円となりました。利益につきましては、リフォーム事業の縮小等により販売費及び一般管理費が

削減された結果、連結経常利益は前年同期比 11.8％増の404百万円となりました。しかしながら、当中間連結会計期

間から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したことにより、連結子会社セキスイハイム山陽㈱の本社移転計画

に伴い、現本社用地を連結子会社㈱山陽リアルエステートへ売却し、減損損失370百万円を特別損失に計上し、連結中

間純利益は前年同期比68.0％減の59百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

 ＜建設セグメント＞ 

建築部門に関しましては、公共工事の減少等により建設業界の過当競争は依然激しいものの、民間受注が順調に推

移した事により、受注高は前年同期比65.7％増の2,919百万円となりました。売上高に関しましても、工事完成が順調

に推移した結果、前年同期比61.9％増の2,051百万円となりました。 

土木部門に関しましては、公共工事の減少により、土木の受注工事量が年々減少しておりましたが、現在は民間工

事の獲得を推進しており、その結果、受注高は前年同期比42.4％増の675百万円となりました。しかしながら、当中間

連結会計期間の完成工事には至らず、売上高は前年同期比49.9％減の371百万円となりました。 

ガス導管敷設部門においては、年々入札形式の工事発注が増加しているものの、業務改善等による原価率の低減等

により、受注高は前年同期比3.7％増の1,512百万円、売上高は前年同期比4.9％減の1,593百万円とほぼ横這いの結果

となりました。 

また、連結子会社かつみ企画㈱において、岡山県笠岡市のマンション分譲（全21戸）の販売・引渡を完了したこと

により、当中間連結会計期間に 438百万円の売上高を計上しております。 

建設セグメントといたしましては、建築部門の完成工事の増加及びかつみ企画㈱におけるマンション分譲等により、

売上高は前年同期比20.9％増の4,456百万円と増収となりました。また、営業利益につきましても、売上高の増加に伴

い、前年同期比47.2％増の313百万円と増益となりました。 
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＜設備セグメント＞ 

設備部門に関しましては、エンドユーザーを中心に、ハウスメーカー等への提案型営業の展開を引き続き実施する

とともに、公共工事の受注等も好調に推移した結果、受注高は前年同期比42.0％増の1,677百万円となりました。しか

しながら、当中間連結会計期間中の完成には至らず、売上高につきましては前年同期比14.1%減の1,106百万円になり

ました。 

連結子会社の三樹エンジニアリング㈱に関しましては、官公庁物件の工事が完成したこと等により売上が前年を大

きく上回り、前年同期比80.2％増の584百万円となりました。 

設備セグメントといたしましては、連結子会社三樹エンジニアリング㈱が増収・増益となったものの、当社の設備

部門の売上高の落ち込みにより、売上高は前年同期比5.0％増の1,685百万円とほぼ横這いとなりました。また、収益

性の高い受注案件の完成等が無かったことから、営業利益は前年同期比28.8％減の35百万円となりました。 

 

＜住宅セグメント＞ 

当社のリフォーム住宅部門に関しましては、分譲事業に関しましては、期首より契約棟数が順調に推移しており、

売上高につきましても前期を上回る結果となりました。リフォーム事業に関しましては、前期のリフォームShopの閉

鎖等に伴い売上高は微減となったものの、販売費及び一般管理費が大幅に削減されました。 

連結子会社セキスイハイム山陽㈱におきましては、受注・売上共に引き続き順調に推移しており、契約棟数は鉄骨

系「ハイム」及び木質系「ツーユー」合計で、前年同期比5.9％増の215棟となり、売上棟数に関しては、前年同期比

6.1％増の157棟となりました。 

また、連結子会社セキスイファミエス山陽㈱に関しましては、売上高はほぼ横這いとなっております。 

以上の結果、住宅セグメントは、売上高が前年同期比9.9％増の5,816百万円となりました。また、リフォーム事業

における販売費及び一般管理費の改善等に伴い、営業利益は 193百万円（前年同期 営業利益 51百万円）となりまし

た。 

 

＜不動産賃貸セグメント＞  

不動産賃貸セグメントに関しましては、連結子会社㈱山陽リアルエステートが保有する物件について、前期は期中

からの賃貸収入の発生となりましたが、当期は期首から賃貸収入が発生しており、収益の増加につながっております。 

しかしながら、連結子会社かつみ企画㈱が保有する介護付有料老人ホームが、当期３月からオープンしたことによ

る開所資金、人件費の発生及び入居者数が計画数値を下回ったこと等から、利益率が低下しております。 

以上の結果、不動産賃貸セグメントは、売上高は前期比 32.5%増の 222百万円と増収となりましたが、営業損失に

つきましては 36百万円（前年同期 営業利益 62百万円）となりました。 

 

＜その他セグメント＞ 

その他セグメントに関しましては、パブリックゴルフ場において、原価率の低減等により利益率は上昇したものの、

前期同様、降雪の影響によるオープン時期のずれ込みにより、収益はほぼ横這いの結果となりました。 

また、連結子会社㈱山陽リアルエステートにおいて、４月下旬にオープンいたしました飲食店の収益が当中間連結

会計期間より発生しております。 

以上の結果、その他セグメントは、売上高は前期比 18.8％増の 36百万円と増収となり、営業損失につきましては 15

百万円（前年同期 営業損失 21百万円）となりました。 
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２．財政状態 

(1)キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により1,667百万円の資金を生み出す一方、投資活動

で581百万円、財務活動で 534百万円の支出となった結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下｢資

金｣という｡）は､前連結会計年度末に比べ 551百万円増加し、当中間連結会計期間末は、1,664百万円となりました｡

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） 

当中間連結会計期間における営業活動の資金は、前期に比べ税金等調整前中間純利益が減少したものの、売上債権

の減少及び未成工事受入金の増加等により、1,667百万円の増加（前中間連結会計期間は444百万円の増加）となりま

した。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動の資金は、有形固定資産の取得による支出等により、581百万円の減少（前中

間連結会計期間は58百万円の減少）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動の資金は、長期借入の収入及び社債の発行による収入により増加したものの、

短期借入金の減少及び長期借入金の返済による支出等により、534百万円の減少（前中間連結会計期間は271百万円の

減少）となりました。 

 

(2)キャッシュ・フロー指標のトレンド 

平成18年12月期 平成17年12月期 平成17年12月期 平成16年12月期 

中 間 中 間 期 末 期 末 

自己資本比率（％） 35.4 39.2 34.7 36.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 26.0 24.5 26.9 20.3 

債務償還年数(年) － － －  － 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 68.7 16.3 －  － 

(注) 時価ベースの自己資本比率：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 

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 

 

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は､期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております｡ 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。 

有利子負債は､連結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います｡

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

※平成16年12月期末及び平成17年12月期末の債務償還年数については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記

載しておりません。 

※平成16年12月期末及び平成17年12月期末のインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため記載しておりません。 

 

３．通期の見通し 

公共工事の需要は依然厳しさが続くものの、民間の設備投資の拡大が続くとともに、雇用情勢も改善しており、景

気全般としての回復は、民需を中心に緩やかに推移すると思われます。 

こうした環境下、当社グループといたしましては、期首より「原価率の低減」、「経営基盤の拡充」、「顧客満足度の

向上」、「売上・利益の平準化」、「人材育成」、「環境保護」の６項目を掲げ推進することにより、安定した成長及び収

益の確保を目指しております。 

なお、通期の業績予想につきましては、、連結売上高は24,971百万円（前期比9.7％増）、連結経常利益は1,080百万

円（前期比12.7％増）、連結当期純利益は425百万円（前期比16.5％減）と、当初の予想と変更はありません。 
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Ⅳ．中間連結財務諸表等  

(1)【中間連結財務諸表】 

①中間連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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   1,235,759 1,121,304   810,957

２．受取手形及び完成 
  工事未収入金 

※３  1,600,728 1,215,055   2,981,538

３．たな卸資産   4,657,466 4,441,306   5,073,035

４．預け金   468,803 229,286   342,095

５．繰延税金資産   216,890 118,376   173,886

６．その他   364,182 267,217   315,066

貸倒引当金   △1,237 △14,290   △32,657

流動資産合計   8,542,592 48.5 7,378,256 48.9  9,663,922 53.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物及び構築物  1,774,592 1,178,339  1,168,821 

(2)土地  5,041,513 4,923,744  5,338,131 

(3)その他  605,711 7,421,817 88,770 6,190,854  260,687 6,767,641

 ２．無形固定資産     

(1)営業権  13,057 30,753  21,762 

(2)その他  37,688 50,746 19,796 50,549  36,556 58,318

 ３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  819,820 695,388  904,574 

(2)繰延税金資産  307,788 293,245  248,875 

(3)その他  552,945 538,386  516,531 

貸倒引当金  △92,929 1,587,624 △64,419 1,462,601  △64,419 1,605,562

固定資産合計   9,060,187 51.5 7,704,004 51.1  8,431,522 46.6

資産合計   17,602,780 100.0 15,082,261 100.0  18,095,444 100.0
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（単位：千円） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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   1,373,470 1,284,479   1,893,337

２．短期借入金   2,445,000 1,107,000   3,082,000

３．一年以内返済予定長期
借入金 

  177,000 316,868   291,868

４．未払法人税等   172,038 136,339   248,229

５．未成工事受入金   1,989,515 1,254,975   1,299,506

６．賞与引当金   206,553 239,132   165,351

 ７．完成工事補償引当金   21,496 18,718   18,810

 ８．その他   679,264 671,583   779,445

  流動負債合計   7,064,338 40.1 5,029,096 33.3  7,778,548 43.0

Ⅱ 固定負債     

 １．社債   1,800,000 1,500,000   1,500,000

２．長期借入金   918,000 1,080,132   946,698

 ３．退職給付引当金   222,482 204,759   210,639

 ４．役員退職慰労引当金   573,586 546,231   556,537

 ５．連結調整勘定   1,607 9,247   5,427

 ６．その他   158,091 107,420   134,916

  固定負債合計   3,673,767 20.9 3,447,790 22.9  3,354,218 18.5

  負債合計   10,738,106 61.0 8,476,887 56.2  11,132,766 61.5
     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － 694,640 4.6  689,661 3.8
     

（資本の部）   － －   

Ⅰ 資本金   － － 521,950 3.5  521,950 2.9

Ⅱ 資本剰余金   － － 462,960 3.1  462,960 2.6

Ⅲ 利益剰余金   － － 4,812,656 31.9  5,098,895 28.2

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  － － 113,466 0.7  189,510 1.0

Ⅴ 自己株式   － － △300 △0.0  △300 △0.0

資本合計   － － 5,910,733 39.2  6,273,016 34.7

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  － － 15,082,261 100.0  18,095,444 100.0
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（単位：千円） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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 3.0 － －  － －

 ２．資本剰余金   462,960 2.6 － －  － －

 ３．利益剰余金   5,103,955 29.0 － －  － －

 ４．自己株式   △1,080 △0.0 － －  － －

  株主資本合計   6,087,785 34.6 － －  － －

Ⅱ．評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価 
   差額金 

  140,076 0.8 － －  － －

 ２．繰延ヘッジ損益   △2,196 △0.0 － －  － －

  評価・換算差額等合計   137,879 0.8 － －  － －

Ⅲ．少数株主持分   639,009 3.6 － －  － －

純資産合計   6,864,674 39.0 － －  － －

負債純資産合計   17,602,780 100.0 － －  － －
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②中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前中間連結会計期間 
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   11,556,502 100.0 10,651,068 100.0  22,759,019 100.0

Ⅱ 売上原価   9,256,646 80.1 8,443,988 79.3  18,081,873 79.4

  売上総利益   2,299,856 19.9 2,207,080 20.7  4,677,146 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,870,724 16.2 1,859,516 17.4  3,748,848 16.5

  営業利益   429,131 3.7 347,564 3.3  928,298 4.1

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  5,683 5,819  13,116 

 ２．受取配当金  5,048 3,372  5,643 

 ３．連結調整勘定償却額  3,819 3,819  7,639 

 ４．持分法による投資利益  － 6,185  22,991 

 ５．満期保険金  － 13,829  20,739 

 ６．その他  16,731 31,283 0.3 8,194 41,221 0.4 18,610 88,740 0.4

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  21,610 19,272  38,241 

 ２．社債利息  2,462 2,517  5,823 

  ３．社債発行費  5,724 －  － 

 ４．持分法による投資損失  3,980 －  － 

 ５．その他  22,635 56,413 0.5 5,581 27,371 0.3 14,110 58,174 0.3

  経常利益   404,002 3.5 361,414 3.4  958,863 4.2

Ⅵ 特別利益     

 １．貸倒引当金戻入益  23,690 9,287  － 

 ２．投資有価証券売却益  3,605 －  47,894 

 ３．その他の特別利益  296 27,591 0.2 － 9,287 0.1 － 47,894 0.2

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※２ － －  44,194 

 ２．ゴルフ会員権評価損  22,100 －  － 

 ３．減損損失 ※３ 370,663 －  － 

 ４．その他 ※４ － 392,763 3.4 1,019 1,019 0.0 21,186 65,380 0.3

税金等調整前中間（当
期）純利益   38,829 0.3 369,681 3.5  941,377 4.1

法人税、住民税及び事業税  84,117 183,772  499,339 

法人税等調整額  △66,621 17,496 0.1 △34,772 149,000 1.4 △97,897 401,441 1.8

少数株主利益又は損失
(△)   △37,912 △0.3 35,368 0.3  30,389 0.1

  中間(当期)純利益   59,246 0.5 185,312 1.8  509,545 2.2
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③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 
 
中間連結剰余金計算書 

（単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度剰余金計算書 
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 金 額 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   462,960 462,960 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期
末)残高   462,960 462,960 

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,681,787 4,681,787 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  中間（当期）純利益  185,312 185,312 509,545 509,545 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １．配当金  37,993 75,987  

 ２．役員賞与  16,450 54,443 16,450 92,437 

  （うち監査役賞与）  (500) (500)  

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期
末)残高   4,812,656 5,098,895 
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 5,098,895 △300 6,083,505 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △37,993 △37,993 

 利益処分による役員賞与  △16,193 △16,193 

 中間純利益  59,246 59,246 

 自己株式の取得  △780 △780 

 株主資本以外の項目の中間連 
結会計期間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合 
計          （千円） 

－ － 5,059 △780 4,279 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

521,950 462,960 5,103,955 △1,080 6,087,785 

 

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

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

189,510 － 189,510 689,661 6,962,678 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △37,993 

 利益処分による役員賞与  △16,193 

 中間純利益  59,246 

 自己株式の取得  △780 

 株主資本以外の項目の中間連 
結会計期間中の変動額（純額） 

△49,434 △2,196 △51,630 △50,651 △102,282 

中間連結会計期間中の変動額合 
計          （千円） 

△49,434 △2,196 △51,630 △50,651 △98,003 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

140,076 △2,196 137,879 639,009 6,864,674 
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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  

 
当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

 
前中間連結会計期間 
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 
要約キャッシュ・フロー計算書
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 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純利益  38,829 369,681 941,377 

減価償却費  70,398 61,818 126,239 

減損損失  370,663 － － 

連結調整勘定償却額  △3,819 △3,819 △7,639 

貸倒引当金の増減額  △2,910 △9,433 8,933 

賞与引当金の増加額  41,202 103,659 29,877 

完成工事補償引当金の増加額  2,685 321 413 

退職給付引当金の増加額  11,842 1,596 7,476 

役員退職慰労引当金の増加額  17,049 13,526 23,831 

受取利息及び受取配当金  △10,732 △9,191 △18,760 

支払利息  24,073 21,790 44,064 

社債発行費  5,724 － － 

持分法による投資利益(△)又は
投資損失 

 3,980 △6,185 △22,991 

固定資産除却損  － － 44,194 

投資有価証券売却益  △3,605 － △47,894 

ゴルフ会員権評価損  22,100 － － 

売上債権の増減額  1,380,810 1,403,921 △362,562 

たな卸資産の増加額  △40,112 △298,570 △928,197 

仕入債務の増減額  △519,867 △556,039 52,818 

未成工事受入金の増減額  690,009 △225,470 △180,939 

役員賞与の支払額  △16,193 △16,450 △16,450 

少数株主負担役員賞与支払額  △3,206 △4,549 △4,549 

その他  △239,934 △109,330 △894 

 小計  1,838,988 737,274 △311,650 

利息及び配当金の受取額  11,666 10,267 20,004 

利息の支払額  △24,286 △27,299 △48,059 

法人税等の支払額  △159,207 △276,191 △481,468 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,667,162 444,049 △821,174 

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  － △30,000 △30,000 

  定期預金の払戻による収入  － 30,000 40,000 

  有形固定資産の取得による支出  △578,673 △56,004 △730,621 

有形固定資産の売却による収入  1,061 － － 

無形固定資産の取得による支出  △3,745 △2,477 △22,289 

投資有価証券の取得による支出  △6,874 △299 △144,737 

投資有価証券の売却による収入  7,176 － 127,981 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △581,054 △58,780 △759,667 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額  △637,000 207,000 2,182,000 

長期借入による収入  550,000 － － 

長期借入金の返済による支出  △693,566 △430,800 △589,234 

社債の発行による収入  294,275 － － 

配当金の支払額  △37,993 △37,993 △75,987 

少数株主への配当金の支払額  △9,532 △9,532 △9,532 

自己株式の取得による支出  △780 － － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △534,596 △271,326 1,507,246 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  551,510 113,942 △73,595 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,113,053 1,186,648 1,186,648 
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

 1,664,563 1,300,591 1,113,053 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間 

（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） 

１.連結の範囲に関する事項  子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

 当該子会社はセキスイハイム山陽

㈱、セキスイファミエス山陽㈱、㈱山

陽リアルエステート、三樹エンジニア

リング㈱、かつみ企画㈱の５社であり

ます。  

 子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

 当該子会社はセキスイハイム山陽

㈱、セキスイファミエス山陽㈱、㈱山

陽リアルエステート、三樹エンジニア

リング㈱、かつみ企画㈱の５社であり

ます。 

 なお、かつみ企画㈱、㈱山陽リアル

エステートは、当中間連結会計期間に

新規設立したことに伴い、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含めてお

ります。 

 子会社はすべて連結の範囲に含め

ております。 

 当該子会社はセキスイハイム山陽

㈱、セキスイファミエス山陽㈱、㈱山

陽リアルエステート、三樹エンジニア

リング㈱、かつみ企画㈱の５社であり

ます。 

 なお、かつみ企画㈱、㈱山陽リアル

エステートは、当連結会計年度に新規

設立したことに伴い、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。

２.持分法の適用に関する事項  持分法適用の関連会社はハイデッ

キ㈱１社であります。 

 同社の中間決算日は９月30日であ

ります。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、３月31日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結決算上必要な調整を行っ

ております。 

同左  持分法適用の関連会社はハイデッ

キ㈱１社であります。 

 同社の決算日は３月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成に当たって、９

月30日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連

結決算上必要な調整を行っておりま

す。 

３.連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうち、セキスイハイム

山陽㈱、セキスイファミエス山陽㈱及

び㈱山陽リアルエステートの中間決

算日は９月30日、三樹エンジニアリン

グ㈱及びかつみ企画㈱の中間決算日

は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、９月30日中間決算日の連結子会社

については、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

同左  連結子会社のうち、セキスイハイム

山陽㈱、セキスイファミエス山陽㈱及

び㈱山陽リアルエステートの決算日

は３月31日、三樹エンジニアリング㈱

及びかつみ企画㈱の決算日は12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、３

月31日決算日の連結子会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

４.会計処理基準に関する事項    

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ.有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等

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） 

イ.有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等

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）

イ.有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算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 

 ロ.デリバティブ 

時価法 

ロ.デリバティブ 

同左 

ロ.デリバティブ 

同左 

 ハ.たな卸資産 

① 販売用不動産 

個別法による原価法 

ハ.たな卸資産 

① 販売用不動産 

同左 

ハ.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 
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項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間 

（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） 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．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      ４～65年 

工具器具備品  ３～20年 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

 ロ．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。

ロ．無形固定資産 

同左 

ロ．無形固定資産 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

イ.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。 

イ.貸倒引当金 

同左 

イ.貸倒引当金 

同左 

 ロ.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連結会計

期間負担額を計上しております。

ロ.賞与引当金 

同左 

ロ.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。 

 ハ.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。 

ハ.完成工事補償引当金 

同左 

ハ.完成工事補償引当金 

同左 

 ニ.退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

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

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

ニ.退職給付引当金 

同左 

ニ.退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

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

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

 ホ.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、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。 

ホ.役員退職慰労引当金 

同左 

ホ.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)重要なリース取引の処

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 
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項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間 

（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） 

(5)重要なヘッジ会計の方

法 

イ.ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

イ.ヘッジ会計の方法 

同左 

イ.ヘッジ会計の方法 

同左 

 ロ.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

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ハ.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。 

ハ.ヘッジ方針 

同左 

ハ.ヘッジ方針 

同左 

 ニ.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。 

ニ.ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ニ.ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6)その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

イ.消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

中間連結キャッシュ・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

金及び預け金、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 連結キャッシュ・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

び預け金、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。 

 
 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間 

（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） 

当中間連結会計期間より、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。これに

より税金等調整前中間純利益は370,663千円減少

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

間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。 

―――――― ―――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当中間連結会計期間より、「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

6,227,861千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当

中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。 

―――――― ―――――― 
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追加情報 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間 

（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） 

       ─────― （外形標準課税） 

提出会社においては実務対応報告第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、当中間連結会計期間から同実務対応報

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） 

提出会社においては実務対応報告第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、当連結会計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 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,199,695千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,135,391千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,153,591千円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

14,340千円 

       ───── 

 

       ───── 

 

       ─────        ───── ※３ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理につ

いては、当連結会計年度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。 

 当連結会計年度末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。 

 受取手形          10,715千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

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

前中間連結会計期間 
（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） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりです。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりです。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりです。 
 

給与手当及び賞与 635,610千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,404千円

賞与引当金繰入額 107,063千円

退職給付引当金繰入額 14,805千円
  

 
給与手当及び賞与 583,640千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,526千円

賞与引当金繰入額 122,593千円

退職給付引当金繰入額 8,903千円
  

 
給与手当及び賞与 1,319,677千円

貸倒引当金繰入額 8,933千円

役員退職慰労引当金繰入額 23,831千円

賞与引当金繰入額 154,010千円

退職給付引当金繰入額 22,599千円
  

      ――――――       ―――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

  
 

建物及び構築物 37,886千円

機械装置及び運搬具 973千円

その他 5,334千円
  

※３ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産について、減損損失を計上し

ました。 

      ――――――       ―――――― 

 

用途 種類 場所 
減損損失 

（千円） 

セキスイハ

イム山陽㈱ 

本社用地 

土 地 兵庫県 370,663 

  

  

当社グループは、賃貸不動産及びゴルフ場

については物件ごとにグルーピングを行い、

それ以外の資産については損益管理を合理的

に行える事業単位で資産のグルーピングを行

った結果、地価の継続的な下落等により、上

記の資産の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（370,663千円）と

して特別損失に計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定評価基準に

基づいた鑑定評価額を基準としています。 

  

      ―――――― ※４ 特別損失のその他の内訳は次のとおりです。 ※４ 特別損失のその他の内訳は次のとおりです。

 
 

店舗閉鎖損失 1,019千円
  

 
店舗閉鎖損失 10,622千円

宅地売買契約解約違約金 10,563千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間 

末株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 5,066,315 － － 5,066,315 

合計 5,066,315 － － 5,066,315 

自己株式     

  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は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

 ３．配当に関する事項 

  (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月24日 

定時株主総会 
普通株式 37,993 7.50 平成17年12月31日 平成18年３月27日

 

  (2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年８月18日 

取締役会 
普通株式 40,520 利益剰余金 8.00 平成18年６月30日 平成18年９月４日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

前中間連結会計期間 
（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） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結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連

結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連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,235,759千円

預け金 468,803千円

預入期間が３カ月を超
える定期預金 

△40,000千円

現金及び現金同等物 1,664,563千円
  

 
（平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,121,304千円

預け金 229,286千円

預入期間が３カ月を超
える定期預金 

△50,000千円

現金及び現金同等物 1,300,591千円
  

 
（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 810,957千円

預け金 342,095千円

預入期間が３カ月を超
える定期預金 

△40,000千円

現金及び現金同等物 1,113,053千円
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（リース取引関係） 

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

前中間連結会計期間 
（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） 

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
相
（

減
累

（

中
期
相

得価額
当額 
千円） 

当

価償却
計額相
額 
千円） （

間 
末残高 
当額 
千円） 

建
構

1 9 8
物及び
築物 

88,177 8,479 9,698 

その他（有形
固

5 3 2
定資産） 

7,389 6,713 0,675 

その他（無形
固

1 4 5
定資産） 

00,610 7,406 3,204 

計 3 1 1 46,177 82,599 63,577 
 

   

 
取
相
（

減
累
当
（

中
期
相
（

得価額
当額 
千円）

価償却
計額相
額 
千円）

間 
末残高
当額
千円）

建
構

2 9 1
物及び
築物 

34,597 3,986 40,610

その他（有形
固

4 3 1
定資産）

8,074 4,406 3,668

その他（無形
固

1 4 7
定資産）

11,552 0,226 1,325

計 3 1 2 94,223 68,619 25,604
 

  

 
取
相
（

減
累

（

期
相
（

得価額
当額 
千円） 

当

価償却
計額相
額 
千円）

末残高
当額 
千円）

建
構

1 7 1
物及び
築物 

88,177 4,957 13,220

その他（有形
固

5 3 1
定資産） 

0,088 6,144 3,944

その他（無形
固

1 5 6
定資産） 

12,492 2,196 0,296

計 3 1 1 50,758 63,297 87,461

   

(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 68,285千円 

１年超 99,695千円 

合計 167,981千円 
  

 
１年内 77,034千円

１年超 151,323千円

合計 228,358千円
  

 
１年内 76,616千円

１年超 116,560千円

合計 193,177千円
  

(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 43,450千円 

減価償却費相当額 39,420千円 

支払利息相当額 2,716千円 
  

 
支払リース料 54,131千円

減価償却費相当額 50,819千円

支払利息相当額 2,535千円
  

 
支払リース料 101,869千円

減価償却費相当額 93,180千円

支払利息相当額 7,377千円
  

(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。 
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（有価証券関係） 
当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

種類 
取得原価（千円） 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 357,979 592,094 234,115 

(2)債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 8,644 9,959 1,314 

合計 366,623 602,053 235,430 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

 
中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 78,870 

 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）  
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

種類 
取得原価（千円） 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 290,958 481,808 190,849 

(2)債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 8,010 7,790 △219 

合計 298,968 489,598 190,630 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

 
中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 78,870 
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前連結会計年度（平成17年12月31日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

種類 
取得原価（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 355,309 670,521 315,212 

(2)債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 8,010 11,458 3,448 

合計 363,319 681,979 318,660 

 
 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

 
連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 78,870 

 
 
（デリバティブ取引関係） 
当中間連結会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年６月30日） 
取引の時価等に関する事項 
 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 
 
前中間連結会計期間（自 平成17年1月1日 至 平成17年６月30日） 
取引の時価等に関する事項 
 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 
 
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） 
取引の時価等に関する事項 
 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 

 
 
（ストック・オプション等関係） 
当中間連結会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年６月30日） 
 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

(1) 当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 
建設 

（千円） 

設備 

（千円） 

住宅 

（千円） 

不動産賃貸

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円）

連結 

（千円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 3,812,848 1,684,549 5,799,852 222,311 36,941 11,556,502 － 11,556,502

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
643,183 576 16,790 － － 660,550 (660,550) －

計 4,456,031 1,685,125 5,816,643 222,311 36,941 12,217,053 (660,550) 11,556,502

営業費用 4,142,587 1,649,190 5,623,559 258,329 52,567 11,726,235 (598,864) 11,127,370

営業利益（又は営業損失） 313,444 35,934 193,083 △36,018 △15,626 490,818 (61,686) 429,131

（注）１．事業区分の方法 

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

 区分 主要な事業の内容 

 建設 建築工事、土木工事、都市ガス導管敷設工事、マンション分譲 

 設備 給排水工事、空調衛生設備工事、ガス・住設機器工事 

 住宅 ユニット住宅の建築・販売、戸建住宅・宅地分譲、住宅リフォーム工事 

 不動産賃貸 不動産物件の賃貸及び管理、介護付有料老人ホームの運営 

 その他 パブリックゴルフ場経営、損害保険代理店業、飲食事業の経営 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
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(2) 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 
建設 

（千円） 

設備 

（千円） 

住宅 

（千円） 

不動産賃貸

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円）

連結 

（千円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 3,610,329 1,568,735 5,276,165 164,730 31,107 10,651,068 － 10,651,068

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
74,600 36,732 14,308 3,050 － 128,690 (128,690) －

計 3,684,929 1,605,467 5,290,473 167,780 31,107 10,779,759 (128,690) 10,651,068

営業費用 3,472,031 1,554,994 5,238,735 105,012 52,248 10,423,022 (119,518) 10,303,504

営業利益（又は営業損失） 212,897 50,473 51,738 62,767 △21,141 356,736 (9,172) 347,564

（注）１．事業区分の方法 

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

 区分 主要な事業の内容 

 建設 建築工事、土木工事、都市ガス導管敷設工事 

 設備 給排水工事、空調衛生設備工事、ガス・住設機器工事 

 住宅 ユニット住宅の建築・販売、戸建住宅・宅地分譲、住宅リフォーム工事 

 不動産賃貸 不動産物件の賃貸及び管理 

 その他 パブリックゴルフ場経営、損害保険代理店業 

３．事業区分及び主要な事業の内容の変更 

当中間連結会計期間より、従来の「プレハブ住宅」の事業の内容に、「建設」に含まれていた戸建住宅・宅

地分譲及び「設備」に含まれていた住宅リフォーム工事を加え、区分名称を「プレハブ住宅」より「住宅」に

変更しております。 

 この変更は、当中間連結会計期間における事業内容の変動に対するセグメント区分の見直しの結果、当社グ

ループの事業の内容をより適切に表示すると判断したために行ったものであります。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
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(3) 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） 

 
建設 

（千円） 

設備 

（千円） 

住宅 

（千円） 

不動産賃貸

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円）

連結 

（千円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 7,960,320 3,042,432 11,262,498 411,431 82,337 22,759,019 － 22,759,019

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
77,422 446,013 33,825 17,528 － 574,789 (574,789) －

計 8,037,742 3,488,445 11,296,323 428,960 82,337 23,333,809 (574,789) 22,759,019

営業費用 7,579,847 3,297,409 11,125,302 284,400 106,102 22,393,062 (562,340) 21,830,721

営業利益（又は営業損失） 457,894 191,035 171,021 144,559 △23,764 940,747 (12,448) 928,298

（注）１．事業区分の方法 

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

 区分 主要な事業の内容 

 建設 建築工事、土木工事、都市ガス導管敷設工事、マンション分譲 

 設備 給排水工事、空調衛生設備工事、ガス・住設機器工事 

 住宅 ユニット住宅の建築・販売、戸建住宅・宅地分譲、住宅リフォーム工事 

 不動産賃貸 不動産物件の賃貸及び管理 

 その他 パブリックゴルフ場経営、損害保険代理店業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．当連結会計年度より、従来の「プレハブ住宅」の事業の区分に、「建設」に含まれていた戸建住宅・宅地分譲

及び「設備」に含まれていた住宅リフォーム工事を加え、区分名称を「プレハブ住宅」より「住宅」に変更し

ております。 

   この変更は、当連結会計年度における事業内容の変動に対するセグメント区分の見直しの結果、当社グルー

プの事業の内容をより適切に表示すると判断したために行ったものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

 当社グループは、当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）、前中間連結会計期間（自

平成17年１月１日 至平成17年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31

日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 当社グループは、当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）、前中間連結会計期間（自

平成17年１月１日 至平成17年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31

日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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

前中間連結会計期間 
（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） 

  

１株当たり純資産額 1,229円15銭 

１株当たり中間純利益金額 10円86銭 
  

  

１株当たり純資産額 1,166円79銭

１株当たり中間純利益金額 35円41銭

  

  

１株当たり純資産額 1,235円93銭

１株当たり当期純利益金額 97円04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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(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) 

中間（当期）純利益（千円） 59,246 185,312 509,545 

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,195 5,953 17,953 

（うち利益処分による役員賞与金） （4,195） （5,953） （17,953）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 55,050 179,359 491,592 

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） 

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

前中間連結会計期間 
（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） 

      ―――――― 

 

      ―――――― 

 

      ―――――― 

 

 
 
 
 
 
(2)【その他】 
該当事項はありません。 
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