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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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 ％

18年９月中間期 37,798 (33.9) 884 (533.4) 862 (611.8)

17年９月中間期 28,221 (5.0) 139 (△74.5) 121 (△75.5)

18年３月期 78,950 (6.5) 1,331 (1.1) 1,252 (4.4)

 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９月中間期 55 (52.3) 2 57

17年９月中間期 36 (△44.9) 1 68

18年３月期 430 (34.2) 19 17

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 21,713,402株 17年９月中間期 21,714,227株 18年３月期 21,714,017株

 ②会計処理の方法の変更 有

 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９月中間期 62,093 7,955 12.8 366 40

17年９月中間期 61,451 7,499 12.2 345 40

18年３月期 67,454 8,568 12.7 393 94

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 21,713,183株 17年９月中間期 21,713,900株 18年３月期 21,713,790株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 6,817株 17年９月中間期 6,100株 18年３月期 6,210株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 85,000 1,670 440

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 20円26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

18年３月期 － 5.00 5.00

19年３月期（実績） － －

19年３月期（予想） － 5.00 5.00

※　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。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)
対前中間期比

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金預金 1,853 1,792 1,988

受取手形 ※４ 1,849 1,496 1,856

工事未収入金 14,721 19,716 21,293

販売用不動産 2,727 1,474 1,877

未成工事支出金 12,021 8,480 7,751

繰延税金資産 842 460 877

その他 1,680 2,623 4,994

貸倒引当金 △22 △47 △57

流動資産合計 35,675 58.1 35,997 58.0 321 40,582 60.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物 ※１ 2,707 2,552 2,624

土地
※２
※３

14,422 14,427 14,427

その他 ※１ 113 100 105

計 17,243 17,079 △163 17,157

２．無形固定資産 17 17 － 17

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 6,920 7,798 8,718

繰延税金資産 588 232 －

その他  1,014 973 985

貸倒引当金 △8 △5 △5

計 8,514 8,999 484 9,697

固定資産合計 25,775 41.9 26,096 42.0 320 26,872 39.8

資産合計 61,451 100.0 62,093 100.0 642 67,454 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)
対前中間期比

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※４ 6,608 2,811 7,800

工事未払金 11,991 18,754 17,492

短期借入金 ※２ 13,048 11,919 11,761

未成工事受入金 11,446 8,512 8,011

完成工事補償引当金 30 120 109

その他 583 676 1,115

流動負債合計 43,709 71.1 42,794 68.9 △914 46,290 68.6

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 6,000 6,688 7,832

繰延税金負債 － － 163

退職給付引当金 2,628 2,675 2,598

役員退職慰労引当金 116 91 112

再評価に係る繰延税
金負債

※３ 1,192 1,582 1,582

その他 305 305 305

固定負債合計 10,242 16.7 11,343 18.3 1,100 12,595 18.7

負債合計 53,951 87.8 54,137 87.2 186 58,886 87.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金  1,086 1.8 － － － 1,086 1.6

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,561 － 1,561

資本剰余金合計 1,561 2.5 － － － 1,561 2.3

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 271 － 271

任意積立金 850 － 850

中間（当期）未処分
利益

789 － 1,182

利益剰余金合計 1,910 3.1 － － － 2,304 3.4

 Ⅳ　土地再評価差額金 ※３ 1,737 2.8 － － － 1,346 2.0

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

1,205 2.0 － － － 2,271 3.4

Ⅵ　自己株式  △1 △0.0 － － － △1 △0.0

資本合計 7,499 12.2 － － － 8,568 12.7

負債資本合計 61,451 100.0 － － － 67,454 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)
対前中間期比

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 － － 1,086 1.8 － － －

資本剰余金

資本準備金 － 1,561 －

資本剰余金合計 － － 1,561 2.5 － － －

利益剰余金

利益準備金 － 271 －

その他利益剰余金

別途積立金 － 950 －

繰越利益剰余金 － 1,015 －

利益剰余金合計 － － 2,237 3.6 － － －

自己株式 － － △1 △0.0 － － －

株主資本合計 － － 4,883 7.9 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ － 1,725 2.8 － － －

土地再評価差額金 － － 1,346 2.1 － － －

評価・換算差額等合計 － － 3,072 4.9 － － －

純資産合計 － － 7,955 12.8 － － －

負債純資産合計 － － 62,093 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前事業年度
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 27,667 37,340 77,645

兼業事業売上高 554 28,221 100.0 457 37,798 100.0 9,576 1,304 78,950 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 25,120 34,270 71,402

兼業事業売上原価 412 25,532 90.5 173 34,443 91.1 8,911 1,077 72,479 91.8

売上総利益

完成工事総利益 2,547 3,070 6,243

兼業事業総利益 141 2,689 9.5 284 3,354 8.9 665 226 6,470 8.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,549 9.0 2,469 6.6 △79 5,138 6.5

営業利益 139 0.5 884 2.3 744 1,331 1.7

Ⅳ　営業外収益

受取利息 3 6 4

その他 ※１ 87 91 0.3 90 97 0.3 6 137 141 0.2

Ⅴ　営業外費用

支払利息 109 109 0.4 119 119 0.3 9 221 221 0.3

経常利益 121 0.4 862 2.3 741 1,252 1.6

Ⅵ　特別利益

前期損益修正益 ※２ － 9 －

投資有価証券売却益 － － 0

その他 0 0 0.0 － 9 0.0 9 103 103 0.1

Ⅶ　特別損失

固定資産売却等損 ※３ － 0 －

販売用不動産評価損 － 346 357

訴訟費用 21 6 96

その他 6 28 0.1 0 354 0.9 325 47 501 0.6

税引前中間（当期）
純利益

93 0.3 518 1.4 425 853 1.1

法人税、住民税及び
事業税

164 26 544

過年度法人税、住民
税及び事業税

△52 43 △52

法人税等調整額 △55 56 0.2 393 462 1.3 406 △68 423 0.6

中間（当期）純利益 36 0.1 55 0.1 19 430 0.5

前期繰越利益 752 － 752

中間（当期）未処分
利益

789 － 1,182
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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４月１日　至　平成18年９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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 850 1,182 2,304 △1 4,950

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）    100 △100 －  －

剰余金の配当（注）     △108 △108  △108

役員賞与（注）     △13 △13  △13

中間純利益     55 55  55

自己株式の取得      － △0 △0

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          （百万円）
－ － － 100 △166 △66 △0 △66

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
1,086 1,561 271 950 1,015 2,237 △1 4,883

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

 （百万円）
2,271 1,346 3,617 8,568

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）   － －

剰余金の配当（注）   － △108

役員賞与（注）   － △13

中間純利益   － 55

自己株式の取得   － △0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）

△545  △545 △545

中間会計期間中の変動額

合計          （百万円）
△545 － △545 △612

平成18年９月30日　残高

 （百万円）
1,725 1,346 3,072 7,955

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末前１か月の市場価格

の平均に基づく時価法

（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

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末前１か月の市場価格

の平均に基づく時価法

（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してお

ります）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末前１か月の市場価格の平

均に基づく時価法

（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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）棚卸資産

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

(2）棚卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定しております）

未成工事支出金

(2）棚卸資産

販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

個別法による原価法

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が平成20年３月31

日以前に開始する事業年度に係る

財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当中間会計期

間から同会計基準を適用しており

ます。

この結果、税引前中間純利益が

346百万円減少しております。

なお、未成工事支出金につきまし

ては工事損失引当金により対応し

ております。

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、賃貸事業用倉庫について

は、定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、全

ての債権について個別に回収可能

性を検討して計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

完成工事補償引当金

前事業年度末引当金の当中間期末

残高に、実績繰入率による将来の

見積補償額を加算して計上してお

ります。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事にかかる瑕疵担保等の費

用に充てるため、実績繰入率によ

る将来の見積補償額を計上してお

ります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額287百万円は、未

成工事支出金から直接控除してお

ります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額271百万円は、未

成工事支出金から直接控除してお

ります。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積もることので

きる工事についてはその見積額を

計上しております。

なお、損失見込額586百万円は、未

成工事支出金から直接控除してお

ります。

────── 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における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。

──────

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29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。

退職給付引当金

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、当中間

期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。

なお、会計基準変更時差異(3,149

百万円)は、15年による均等額を

費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定率法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定率法により按分した

額を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。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

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

おります。

なお、会計基準変更時差異(3,149

百万円)は、15年による均等額を

費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定率法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定率法により按分した

額を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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の

支給に備えて内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の

支給に備えて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．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

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基

準によっていますが、特定の長期

大型工事（工期１年を超え、請負

金５億円以上）に限り工事進行基

準を採用しております。

なお、工事進行基準による完成工

事高は15,648百万円であります。

なお、工事進行基準による完成工

事高は19,438百万円であります。

なお、工事進行基準による完成工

事高は32,451百万円であります。

消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。
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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

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

────── 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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

7,955百万円であります。

なお、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、中間財務諸表等

規則の改正に伴い、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

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

工事損失引当金

中間期末受注残高のうち、将来発生が見込ま

れる損失に金額的重要性が増してきたため、

当中間会計期間より当該損失見積額を工事損

失引当金として計上しております。

この結果、完成工事原価が287百万円増加し、

営業利益、経常利益が287百万円減少し、税

引前中間純利益が、287百万円減少しており

ます。

────── 工事損失引当金

期末受注残高のうち、将来発生が見込まれ

る損失に金額的重要性が増してきたため、

当事業年度より当該損失見積額を工事損失

引当金として計上しております。

この結果、完成工事原価が586百万円増加し、

営業利益、経常利益が586百万円減少し、税

引前当期純利益が、586百万円減少しており

ます。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,129百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,305百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

3,222百万円であります。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

※２　このうち下記のとおり担保に供

しています。

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
(長期借入金よりの
振替分)

投資有
価証券

1,279 124

長期借入金
95

計 1,279 219

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
(長期借入金よりの
振替分)

投資有
価証券

1,415 81

長期借入金
14

計 1,415 95

区分
金額

（百万円）
担保されている債務

（百万円）

短期借入金
(長期借入金よりの
振替分)

投資有
価証券

1,594 123

長期借入金
30

計 1,594 153

なお、土地7,959百万円を関係会

社である㈱フラッグスの金融機

関等からの借入金に対して担保

提供しております。

なお、土地7,964百万円を関係会

社である㈱フラッグスの金融機

関等からの借入金に対して担保

提供しております。

なお、土地7,964百万円を関係会

社である㈱フラッグスの金融機

関等からの借入金に対して担保

提供しております。

また、投資有価証券0百万円を特

別目的会社である吹田キャンパ

スサービス㈱の金融機関等から

の借入金に対して担保提供して

おります。

また、投資有価証券0百万円を特

別目的会社である吹田キャンパ

スサービス㈱の金融機関等から

の借入金に対して担保提供して

おります。

※３　事業用土地の再評価 ※３　事業用土地の再評価 ※３　事業用土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10

年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行い、再

評価に係る繰延税金負債を固定負債

に、土地再評価差額金を資本の部に

それぞれ計上しております。

同左 同左

再評価の方法 再評価の方法 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第１号に定める標準地の公示価

格に基づいて、合理的な調整を行っ

て算出しております。

同左 同左

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日 再評価を行った年月日

平成14年３月31日 平成14年３月31日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の中間会計期間

末における時価の合計額は、再評価

後の帳簿価額の合計額より1,951百万

円下回っております。

再評価を行った土地の中間会計期間

末における時価の合計額は、再評価

後の帳簿価額の合計額より1,728百万

円下回っております。

再評価を行った土地の事業年度末に

おける時価の合計額は、再評価後の

帳簿価額の合計額より1,951百万円下

回っております。
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※４　     ────── ※４　中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。

なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含

まれております。

受取手形 40百万円

支払手形 11百万円

※４　     ──────

　５　保証債務 　５　保証債務 　５　保証債務

㈱マリモ 58百万円

 (手付金等保証)

㈱エス・シージャパン 34百万円

 (手付金等保証)

㈱マリモ 160百万円

 (手付金等保証)

㈱マリモ 142百万円

 (手付金等保証)
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益その他の主な内訳は次のとお

りであります。

※１　営業外収益その他の主な内訳は次のとお

りであります。

※１　営業外収益その他の主な内訳は次のとお

りであります。

受取配当金 48百万円 受取配当金 43百万円 受取配当金 89百万円

※２　       ─────── ※２　前期損益修正益の主な内訳は次のとおり

であります。

※２　       ───────

貸倒引当金戻入益 9百万円

※３　       ─────── ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※３　       ───────

建物・構築物 0百万円

工具器具・備品 0百万円

計 0百万円

過去１年間の完成工事高 過去１年間の完成工事高 ──────

当社の売上高は、通常の営業の形態として、

上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が

大きいため、事業年度の上半期の売上高と下

半期の売上高との間に著しい相違があり、上

半期と下半期の業績に季節的変動があります。

当中間期末に至る一年間の売上高は次のとお

りであります。

当社の売上高は、通常の営業の形態として、

上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が

大きいため、事業年度の上半期の売上高と下

半期の売上高との間に著しい相違があり、上

半期と下半期の業績に季節的変動があります。

当中間期末に至る一年間の売上高は次のとお

りであります。

前事業年度下半期 46,893百万円

当中間期 27,667百万円

計 74,561百万円

前事業年度下半期 49,978百万円

当中間期 37,340百万円

計 87,319百万円

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産 92百万円 有形固定資産 89百万円 有形固定資産 184百万円
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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18年４月１日　至　平成18年９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）

 　自己株式

 　　普通株式（注） 6,710 607 － 7,317

合計 6,710 607 － 7,317

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加607株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間会計期間（自　平成18年４月１日　

至　平成18年９月30日）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）における子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象） 

　該当事項はありません。
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７．受注実績・売上実績・手持工事高

(1）受注実績

区分

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

受注高
（百万円）

構成比
（％）

建設工事 27,208 63.9 25,730 64.2 △5.4 51,747 66.6

土木工事 15,365 36.1 14,347 35.8 △6.6 25,982 33.4

合　　　計 42,574 100.0 40,078 100.0 △5.9 77,729 100.0

（２）売上実績

区分

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

建築工事 16,605 58.8 25,167 66.6 51.6 48,717 61.7

土木工事 11,062 39.2 12,173 32.2 10.0 28,928 36.6

建設事業計 27,667 98.0 37,340 98.8 35.0 77,645 98.3

不動産事業計 554 2.0 457 1.2 △17.4 1,304 1.7

合　　　計 28,221 100.0 37,798 100.0 33.9 78,950 100.0

（３）手持工事高

区分

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

増減
前事業年度

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

手持工事高
（百万円）

構成比
（％）

建築工事 46,991 61.2 39,981 61.8 △14.9 39,418 63.7

土木工事 29,757 38.8 24,682 38.2 △17.1 22,508 36.3

合　　　計 76,749 100.0 64,664 100.0 △15.7 61,926 100.0
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