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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）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 5,698 △16.8 △482 － △491 －

17年９月中間期 6,853 △4.9 △522 － △548 －

18年３月期 20,237 384 310

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９月中間期 △381 － △21.54 －

17年９月中間期 △441 － △24.61 －

18年３月期 △208 △11.62 －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △8百万円 17年９月中間期 △0百万円 18年３月期 2百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 17,691,487株 17年９月中間期 17,917,042株 18年３月期 17,899,141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９月中間期 18,926 9,969 52.7 563.60

17年９月中間期 19,505 10,069 51.6 562.00

18年３月期 21,548 10,469 48.6 591.75

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 17,689,631株 17年９月中間期 17,916,348株 18年３月期 17,692,521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９月中間期 2,777 △312 △2,485 1,134

17年９月中間期 264 △327 △234 797

18年３月期 364 △650 345 1,155

(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 7社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 3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

２．19年３月期の連結業績予想（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 19,300 270 180

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　10円06銭

業績予想に関する注意

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因により予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社７社、関連会社３社およびその他の関係会社２社で構成され、土木および建築用コ

ンクリート製品の製造販売ならびに工事の請負を主な事業内容としております。

　当企業集団の事業系統図は次のとおりであります。

 

連結子会社 
 

関東ジオスター㈱ 
中部ジオスター㈱ 
関西ジオスター㈱ 
九州ジオスター㈱ 

関 連 会 社 
 

石田工業㈱ 

製
造
委
託 

運
送
委
託 

製
造
委
託 

原
材
料
等
仕
入 

関 連 会 社 
 

関西ロジテク㈱ 
九州ロジテク㈱ 

その他の関係会社 
 

新日本製鐵㈱ 

その他の関係会社 
 

㈱  熊  谷  組 
得             意             先 

コンクリート製品 住宅施工 

連結子会社レスコハウス㈱ 

連結子会社㈱協和製作所 

金属加工、鋼構造物工事 

土木用コンクリート製品の
製造販売及び付帯工事請負 

建築用コンクリート製品の
製造販売及び付帯工事請負 

当                    社 

製
品
販
売 

製
品
販
売 

工
事
請
負 

製
品
販
売 

住
宅
施
工 

製
品
販
売 

製
品
販
売 

商品仕入及び製品販売 

連結子会社レスコリフォーム㈱ 

補      修      施      工 

補 

修 

原
材
料
仕
入 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは「人の満足を支える」ことを使命とし、社会のニーズに即応したコンクリート製品をつくり、社会

資本の整備と国民生活の向上に大きく貢献することを基本方針として、今日までコンクリートの新たな需要・用途開

発を心がけ、高品質で廉価な製品を供給できるようグループ一体となり努力してまいりました。

　これからも、この仕事に誇りをもって、新しい技術、新しい製品を創り出し、お客様に、株主の皆様に、社員に、

そして地域社会に報いて行く所存であります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性のもと、収益状況に対応した安定適正な配当維持に

努力することを基本方針としております。また内部留保をさらに充実し、企業体質の強化と将来の事業展開に備えた

いと考えております。

　なお、中間配当については見送らせて頂く所存であり、株主の皆様のご理解をお願いする次第であります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げについて、当社株式の流動性の向上ならびに個人投資家の株式市場への参加を促進する

有効な施策と認識しております。今後、株価等の動向を慎重に見極めた上で対処してまいる所存であります。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、お客様に優れた土木用コンクリート製品・戸建て住宅を供給し、長期的に安心して使用していた

だくことを基本としておりますので、収益性向上と財務体質強化を最も重要な経営目標としております。具体的には

中長期的に、売上高経常利益率３％以上を目標としております。

５．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループの関連する建設業界においては、公共工事の継続的縮減と個人住宅需要の低迷に加え、原油・鉄筋な

どの原材料高など厳しい状況が続いています。

　このような事業環境の下、新中期事業計画のスタートとなる本年は、「抜本的構造改革を継続的に実行し、業界トッ

プ水準の利益を目指す」第一歩となる重要な年であります。新中期事業計画を着実に実現し、ポスト中期の安定的成

長路線に大きく舵を切るため、全社員・グループ会社一丸となって、以下の重点課題に積極的に取組んでまいります。

(1）新中期経営目標の達成

　今後予想される厳しい事業環境においても安定的な収益確保を目指し、効率的な営業活動と事業領域の拡大に

努めます。東松山工場の新製造体制確立により、関東地区での生産性・コスト競争力を高めます。また、グルー

プ一体となった収益力改善等の構造改革計画を成し遂げ、新中期経営目標の前倒し達成に向けて努力いたします。

(2）市場開拓の推進

　当社グループの技術力を活用し、保有製品の差別化推進と新製品開発等により、安定成長路線への基盤構築を

おこなってまいります。特に多連モジュラーチ、ビッグボックス、スワン工法など大型構造物のプレキャスト化

を推し進めていきます。また、環境・リニューアル・リサイクルを新規重点分野と位置付け、「空港および道路

用舗装版」・「プレキャストトンネル工法」・「カニパネル」等新製品のラインナップの充実と拡販に努めます。

(3）グループ経営の強化

　工場での製造業務を製造子会社に一元化し、生産コスト削減・品質の向上をはかってまいりました。今後さら

に当社設計技術力と製造委託会社が一体となり製造力（品質・コスト）を強化し、一層の収益構造変革を進めて

まいります。また、戸建鉄筋コンクリート住宅を担当するレスコハウス株式会社においては、コストダウンを継

続的に遂行できる体制を確立して黒字体質の定着をはかるとともに、顧客満足度を向上させてまいります。

　ジオスターグループは、「新ジオスターの創生」を目指して、事業構造・収益構造・組織体質の変革に取組む

と同時に、財務体質の強化をはかり、さらなる企業価値向上に努めてまいります。
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６．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成18年９月30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

新日本製鐵株式会社 上場会社が他の関連会社で

ある場合における当該他の

会社

28.01％

(2.78％)

東京、大阪、名古屋、福岡、

札幌証券取引所

株式会社熊谷組 同上 25.23％ 東京証券取引所

（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る。

(2）親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる

会社の商号又は名称

新日本製鐵株式会社

株式会社熊谷組

その理由 新日本製鐵株式会社、株式会社熊谷組の直接所有による議決権所有

割合は同数であり、当社に与える影響力は同等である

(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

  ①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資

本関係

　当社は、新日本製鐵株式会社および株式会社熊谷組の持分法適用会社であり、両社の直接所有による議決権所有

割合は同数であり、親会社等とは資本関係において密接な関係にあります。

　また、当社の経営に対し客観的立場からの助言を得ることおよび監査体制の強化を目的として、株式会社熊谷組

より社外取締役１名、および両社より社外監査役各１名が就任しております。

（役員の兼務状況）

役  職 氏  名 親会社等での役職 就任理由

社外取締役 木戸　義和 株式会社熊谷組土木事業本部

シールド技術部長

客観的立場からの助言を得

るため当社から就任を依頼

社外監査役 山崎　明彦 新日本製鐵株式会社経営企画部

関連会社グループ部長

監査体制強化のため当社か

ら就任を依頼

社外監査役 阿久津　好正 株式会社熊谷組管理本部財務部

長

監査体制強化のため当社か

ら就任を依頼

（注）当社の取締役８名、監査役３名のうち、親会社等との兼任役員は当該の３名のみである。

　②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

　当社の事業活動や経営判断においては、自主経営をおこなっており、事業運営面においての独立性を確保してお

ります。

　③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保

に関する考え方及びそのための施策

　当社は、社外の客観的な見地からの経営上の助言を得る目的として、親会社等から兼任取締役が１名就任してお

りますが、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えて

おります。

　④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社と親会社等とは資本関係において密接な関係にありますが、事業活動や経営判断において、自主経営を行っ

ており、親会社等との兼任役員の就任状況は、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。 
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(4）親会社等との取引に関する事項

　取引金額が僅少の為、記載を省略しております。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、金利上昇や原油価格の高騰などが懸念されたものの、好調な企業業績、

設備投資の増加及び個人消費の伸長などにより、回復基調で推移しました。

　しかし、当社グループの関連業界につきましては、市場面では公共工事の継続的縮減とゼネコンの低価格入札によ

る競争激化と価格低下、コスト面では主材料の鉄筋の高止まりとセメント・原油価格上昇などの調達コストアップが

あり、極めて厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社グループは、平成18年中期計画（平成18～20年度）の初年度にあたり、当社グループをあ

げて構造改革《市場開拓の推進と徹底したコスト削減》に取組んでまいりました。この結果、受注高につきましては、

前年同期に比べ当中間連結会計期間は、100億44百万円と前年同期比３億15百万円、3.2％の増加となりました。

　一方、売上高につきましては、前年度の受注減の影響により、土木事業売上高が減少したため、総額で56億98百万

円と前年同期比11億54百万円、16.8％の減少となりました。

　またコスト面では、当中間期の６月末に関東土木生産拠点再編を実施するなど、グループをあげて、生産性の向上、

外注加工費・資材購入費の低減、管理間接費の削減、有利子負債の圧縮等の聖域なきコスト削減を強力に推し進めま

した。これらの努力が実り、経常損益は対前年同期比56百万円改善し、４億91百万円の損失となりました。これに、

法人税・住民税及び事業税と法人税等調整額などを加算した中間純損益は、対前年同期比59百万円改善の３億81百万

円の損失となりました。

　なお、当社グループの土木・建築事業の特性から、売上高が下期に集中する（当連結会計期間70％）季節的要因が

あるため、例年、中間連結会計期間は経常損失、純損失の計上となっております。

　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。

＜セグメント別　業績＞

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 差異

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

売上高

土木事業

セグメント 2,373 34.6 1,318 23.1 △1,054 △11.5

プレス土木 391 5.7 253 4.4 △138 △1.3

ＲＣ土木 1,305 19.1 1,276 22.4 △29 △3.3

工事その他 794 11.6 835 14.7 40 3.1

計 4,866 71.0 3,684 64.6 △1,181 △6.4

建築事業 1,987 29.0 2,014 35.4 27 6.4

計 6,853 100.0 5,698 100.0 △1,154 100

営業利益

土木事業 △314 △327 △12

建築事業 △207 △155 51

計 △522 △482 39
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土木事業

　土木事業分野の売上高は、主力のセグメント部門が大幅に減少した結果、36億84百万円（前年同期比24.3％減）、

営業損失は３億27百万円（前年同期比12百万円悪化）となりました。部門別の売上高の状況は以下の通りです。

　主力のセグメント部門の売上高は13億18百万円（前年同期比44.4％減）となりました。これは関東地区の道路ト

ンネル及び関東・中部地区の上下水道向けプロジェクトの減少が影響したものであります。当中間連結会計期間の

主な売上は、伏見工区トンネル工事、上目黒幹線工事、新杉田共同溝、13号線神宮前工事等であります。

　プレス土木部門の売上高は２億53百万円（前年同期比35.2％減）となりました。これは主力であるコンクリート

矢板が減少したためであります。当中間連結会計期間の主な売上は、鹿児島県加治木耕地事務所／県営海岸保全施

設整備（高潮）事業国分地区、竜洋コース新衝突実験場工事等であります。

　ＲＣ土木部門の売上高は12億76百万円（前年同期比2.3％減）となりました。「モジュラーチ」、「ビッグボック

ス」、「樋門」、「横引工法」等、新製品や工法提案を武器とする「在来工法のプレキャスト化」の推進に努めて

きましたが、市場悪化・競争激化の影響等により減収となりました。当中間連結会計期間の主な売上は、国土交通

省福岡国道事務所／福岡208号中島多連アーチカルバート工事、本牧バースコンテナヤード舗装等工事、北陸新幹線

飯山トンネル、国土交通省高崎河川国道事務所／高松立体その１工事、第二東名高速道路引佐ＩＣ北工事等であり

ます。

建築事業

　建築事業の主力部門であるレスコハウス株式会社は、「収益力強化」を最大課題として、ＣＳ（顧客満足）活動

の推進による受注拡大と工事原価等のコスト削減に取り組んでおります。

　当中間連結会計期間における建築事業分野の売上高は20億14百万円（前年同期比1.4％増）となり、営業損益はコ

スト削減の推進により１億55百万円（前年同期比51百万円改善）の損失となりました。

２．財政状態

　当中間連結会計期間末における連結総資産は、たな卸資産は増加（19億80百万円）したものの、売上債権が大きく

減少（46億24百万円）したこと等により、前連結会計年度末に比べ26億21百万円減少し189億26百万円となりました。

売上債権の減少は、当社グループの売上高が季節的変動により下半期へ集中することが主因であります。

　負債は、長短借入金の圧縮（23億94百万円）等の結果、前連結会計年度末に比べ21億21百万円減少し89億56百万円

となりました。

　純資産は、連結中間純損失による減少（３億81百万円）に、前連結会計年度の利益処分による配当（88百万円）、

その他有価証券評価差額金の減少（25百万円）等があり、前連結会計年度末に比べ４億99百万円減少し99億69百万円

となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、27億77百万円の収入（前中間連結会計期間は２億

64百万円の収入）となりました。税金等調整前中間純損失は４億77百万円でありましたが、前連結会計年度末の売

上債権の回収が順調に進み、たな卸資産の増加や仕入債務の減少を大きく上回ったことが主因であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、３億12百万円の支出（前中間連結会計期間は３億27百万円の支出）とな

りました。関東土木生産拠点再編にともなう設備増強工事や型枠等の有形固定資産の支出（３億14百万円）が主な

ものであります。

　上記により生じたフリーキャッシュ・フロー24億64百万円に、手元資金の取崩（20百万円）等を加え、これを長

短借入金の返済（△23億94百万円）、配当金の支払い（△88百万円）、自己株式の取得（△２百万円）に充当しま

した。

　以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は11億34百万円となりました。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成18年
９月中間期

自己資本比率（％） 45.4 46.5 47.2 48.6 52.7

時価ベースの自己資本比率（％） 27.3 31.0 47.6 40.2 65.7

債務償還年数（年） 1.6 8.7 2.7 11.5 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 32.5 10.2 32.1 11.2 182.7

　（注）　自己資本比率：純資産／総資産

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。

＊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

ております。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のものがあ

ります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計中間末現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1）当社グループを取り巻く事業環境について

　当社グループの主力製品であるセグメント（トンネルの構造部材）・プレス土木製品・ＲＣ土木製品の大半は、

公共工事に使用されます。

　公共工事投資の動向は日本政府及び地方自治体の政策によって決定されるものであり、その規模は今後とも安

定的に推移するとは限りません。したがって、当社グループの業績は公共工事投資動向により影響をうける可能

性があります。また、最近のゼネコンの低価格入札は、当社の受注価格や受注量に影響する可能性があります。

　第２の主力部門である建築事業は、戸建鉄筋コンクリート住宅の製造・販売であり、景気動向、金利動向、地

価動向、住宅税制等により影響を受ける可能性があります。

(2）原材料価格変動リスク

　当社グループのコンクリート製品の原材料として使用される鉄筋・重油価格等は、市場の動向を反映して変動

いたします。したがって、当社グループの損益は原材料価格の変動により影響を受けることがあります。

(3）貸倒損失の発生リスク

　当社グループの関連する建設業界におきましては、依然として公共工事投資の縮減傾向にあることから、債権

の貸倒発生により損益に影響を及ぼす可能性があります。

(4）金利水準の変動

　金利水準の上昇が、業績に影響をおよぼす可能性があります。

４．通期の業績見通し

　公共工事の継続的縮減と原材料調達コスト高の状況に、最近のゼネコンの低価格入札による価格下落が加わり、当

社グループを取り巻く経営環境は急速に悪化しています。当社グループとしましては、この難局を乗り切り、業界トッ

プ水準の技術力・収益力・財務体質を維持・向上していくため、新中期事業計画施策の前倒し実行と新たな構造対策

の立案・実行に取組むことにより、確固たる収益基盤を構築していく所存であります。

　通期業績は、受注環境の悪化と利益水準の低下等により、連結売上高193億円、経常利益２億70百万円、当期純利益

１億80百万円を見込んでおります。また、当社単独の業績は、売上高127億円、経常利益１億円、当期純利益30百万円

の予定であります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   801,735   1,134,964  333,229  1,158,861  

２．受取手形及び
売掛金

※４  4,577,211   4,062,613  △514,597  8,687,560  

３．たな卸資産   5,777,894   4,833,274  △944,620  2,852,969  

４．その他   548,306   670,423  122,117  640,639  

５．貸倒引当金   △28,217   △20,817  7,400  △43,771  

流動資産合計   11,676,929 59.9  10,680,458 56.4 △996,470  13,296,260 61.7

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1）建物及び構
築物

 1,700,691   1,672,475   △28,215 1,637,872   

(2）機械装置及
び運搬具

 789,553   849,884   60,330 699,349   

(3）土地  2,853,694   2,781,420   △72,274 2,781,420   

(4）建設仮勘定  －   60,864   60,864 160,794   

(5）その他  377,142   363,149   △13,993 331,794   

有形固定資産
合計

  5,721,081 29.3  5,727,793 30.3 6,712  5,611,230 26.0

２．無形固定資産   336,834 1.7  264,579 1.4 △72,254  298,552 1.4

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２ 1,435,842   2,009,741   573,898 2,075,815   

(2）その他  670,830   415,156   △255,673 480,943   

(3）貸倒引当金  △336,374   △171,073   165,301 △214,790   

投資その他の
資産合計

  1,770,298 9.1  2,253,824 11.9 483,526  2,341,968 10.9

固定資産合計   7,828,213 40.1  8,246,197 43.6 417,983  8,251,750 38.3

資産合計   19,505,142 100.0  18,926,656 100.0 △578,486  21,548,011 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

※４  3,495,686   3,842,640  346,953  3,907,011  

２．短期借入金 ※２  3,306,000   1,695,000  △1,611,000  4,039,000  

３．未払費用   568,554   608,199  39,644  733,490  

４．未払法人税等   28,684   26,657  △2,026  32,894  

５．未払消費税等   －   －  －  107,425  

６．完成工事補償
引当金

  24,409   42,485  18,076  38,441  

７．賞与引当金   261,318   219,936  △41,381  225,569  

８．未成工事受入
金

  1,057,747   1,320,176  262,428  516,626  

９．構造改革損失
引当金

  －   490,385  490,385  573,830  

10．その他 ※４  346,822   453,625  106,802  394,461  

流動負債合計   9,089,223 46.6  8,699,107 45.9 △390,115  10,568,750 49.0

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  195,000   100,000  △95,000  150,500  

２．退職給付引当
金

  94,658   58,927  △35,731  84,758  

３．役員退職慰労
引当金

  37,459   56,598  19,138  49,740  

４．その他   19,649   42,075  22,425  224,568  

固定負債合計   346,768 1.8  257,600 1.4 △89,167  509,567 2.4

負債合計   9,435,991 48.4  8,956,708 47.3 △479,283  11,078,318 51.4
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   3,352,250 17.2  － － －  3,352,250 15.6

Ⅱ　資本剰余金   2,868,896 14.7  － － －  2,868,896 13.3

Ⅲ　利益剰余金   3,402,130 17.4  － － －  3,635,099 16.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  452,698 2.3  － － －  728,790 3.3

Ⅴ　自己株式   △6,824 △0.0  － － －  △115,343 △0.5

資本合計   10,069,151 51.6  － － －  10,469,693 48.6

負債・資本合計   19,505,142 100.0  － － －  21,548,011 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 3,352,250 17.7 － － －

２　資本剰余金  － － 2,868,896 15.2 － － －

３　利益剰余金  － － 3,165,417 16.7 － － －

４　自己株式  － － △117,690 △0.6 － － －

株主資本合計  － － 9,268,873 49.0 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 702,844 3.7 － － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △1,770 △0.0 － － －

評価・換算差額等
合計

 － － 701,074 3.7 － － －

純資産合計  － － 9,969,947 52.7 － － －

負債純資産合計  － － 18,926,656 100.0 － － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,853,117 100.0  5,698,730 100.0 △1,154,386  20,237,808 100.0

Ⅱ　売上原価   5,549,122 81.0  4,484,514 78.7 △1,064,607  16,230,935 80.2

売上総利益   1,303,995 19.0  1,214,216 21.3 △89,778  4,006,873 19.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１           

１．販売費  1,131,238   1,031,728   △99,510 2,256,270   

２．一般管理費  694,923 1,826,162 26.6 665,342 1,697,070 29.7 △29,580 1,366,471 3,622,742 17.9

営業利益又は
営業損失
（△）

  △522,166 △7.6  △482,853 △8.4 39,313  384,131 1.9

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  353   331   △22 2,903   

２．受取配当金  5,771   12,954   7,183 8,610   

３．固定資産売却
益

 8,501   42   △8,459 10,505   

４．特許等使用料
収入

 4,772   2,563   △2,209 7,199   

５．持分法による
投資利益

 －   －   － 2,263   

６．その他  17,643 37,043 0.5 12,768 28,659 0.5 △4,875 51,318 82,801 0.4

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  16,683   13,770   △2,912 31,656   

２．固定資産除売
却損

 9,696   12,281   2,584 28,701   

３．たな卸資産廃
棄損

 8,332   444   △7,888 50,170   

４．支払リース料  6,480   936   △5,544 12,967   

５．持分法による
投資損失

 213   8,963   8,749 －   

６．貸倒引当金繰
入額

 12,397   －   △12,397 18,150   

７．その他  9,101 62,906 0.9 780 37,176 0.7 △8,321 15,182 156,828 0.8

経常利益又は
経常損失
（△）

  △548,029 △8.0  △491,370 △8.6 56,659  310,103 1.5
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入額

 45,223 45,223 0.7 25,212 25,212 0.4 △20,010 46,105 46,105 0.2

Ⅵ　特別損失            

１．減損損失 ※３ 31,501   －   △31,501 31,501   

２．投資有価証券
評価損 

 －   11,000   11,000 －   

３．土地売却損  －   －   － 71,950   

４．構造改革損失 ※４ － 31,501 0.5 － 11,000 0.2 － 619,100 722,551 3.5

税金等調整前
中間（当期）
純損失（△）

  △534,307 △7.8  △477,157 △8.4 57,149  △366,343 △1.8

法人税、住民
税及び事業税

 29,813   16,512   △13,301 72,945   

法人税等調整
額

 △123,117 △93,304 △1.4 △112,465 △95,953 △1.7 10,652 △231,254 △158,309 △0.8

中間（当期）
純損失（△）

  △441,002 △6.4  △381,204 △6.7 59,798  △208,033 △1.0
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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

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,868,896  2,868,896

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   2,868,896  2,868,896

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,932,737  3,932,737

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．配当金  89,604  89,604  

２．中間（当期）純損失  441,002 530,606 208,033 297,637

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高   3,402,130  3,635,099
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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

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

3,352,250 2,868,896 3,635,099 △115,343 9,740,903

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △88,478  △88,478

中間純損失（△）   △381,204  △381,204

自己株式の取得    △2,347 △2,347

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）

－ － △469,682 △2,347 △472,029

平成18年９月30日残高（千円） 3,352,250 2,868,896 3,165,417 △117,690 9,268,873

評価・換算差額等

純資産合計その他

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

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
728,790 － 728,790 10,469,693

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当   － △88,478

中間純損失（△）   － △381,204

自己株式の取得   － △2,347

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）

△25,945 △1,770 △27,716 △27,716

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△25,945 △1,770 △27,716 △499,745

平成18年９月30日残高（千円） 702,844 △1,770 701,074 9,969,947
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△）

 △534,307 △477,157 △366,343

減価償却費  267,995 258,395 573,783

貸倒引当金の減少額  △29,120 △66,671 △135,151

受取利息及び受取配
当金

 △6,124 △13,285 △11,513

支払利息  16,683 13,770 31,656

持分法による投資損
益

 213 8,963 △2,263

固定資産除売却損  9,696 12,281 113,090

売上債権等の増減額  4,555,281 5,530,147 △31,462

たな卸資産の増減額  △1,457,323 △1,978,400 1,472,110

仕入債務の減少額  △1,722,182 △64,371 △1,310,857

未払費用の減少額  △662,242 △123,409 △497,768

その他  △66,863 △314,650 701,220

     

小計  371,705 2,785,612 536,501

利息及び配当金の受
取額

 6,927 13,666 12,316

利息の支払額  △17,785 △15,201 △32,593

法人税等の支払額  △96,742 △6,499 △151,229

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 264,105 2,777,577 364,994
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得に
よる支出

 △90,092 － △266,639

有形固定資産の取得に
よる支出

 △275,139 △314,078 △466,234

有形固定資産の売却に
よる収入

 37,000 42 39,328

長期貸付金の貸付によ
る支出

 △2,660 △630 △4,060

長期貸付金の回収によ
る収入

 2,934 9,715 6,419

その他  857 △7,684 40,737

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △327,099 △312,635 △650,448

     

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  650,000 △2,350,000 1,400,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △794,000 △44,500 △855,500

自己株式の取得による
支出

 △713 △2,286 △109,182

配当金の支払額  △89,575 △88,407 △89,784

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △234,289 △2,485,193 345,533

     

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 △297,283 △20,251 60,078

Ⅴ　現金及び現金同等物期首
残高

 1,095,136 1,155,215 1,095,136

Ⅵ　現金及び現金同等物中間
期末（期末）残高

※ 797,853 1,134,964 1,155,215
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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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社（７社）を連結し

ております。

レスコハウス㈱

㈱協和製作所

関東ジオスター㈱

中部ジオスター㈱

関西ジオスター㈱

九州ジオスター㈱

レスコリフォーム㈱

　すべての子会社（７社）を連結し

ております。

レスコハウス㈱

㈱協和製作所

関東ジオスター㈱

中部ジオスター㈱

関西ジオスター㈱

九州ジオスター㈱

レスコリフォーム㈱

　すべての子会社（７社）を連結し

ております。

レスコハウス㈱

㈱協和製作所

関東ジオスター㈱

中部ジオスター㈱

関西ジオスター㈱

九州ジオスター㈱

レスコリフォーム㈱

　上記のうち、中部ジオスター㈱、

関西ジオスター㈱については、当中

間連結会計期間において新たに設立

したため連結の範囲に含めておりま

す。

　また、㈱日本プレス興産、㈱日本

プレス興建については、平成17年９

月29日付で当社と合併したため、連

結の範囲から除いております。

　上記のうち、中部ジオスター㈱、

関西ジオスター㈱については、当連

結会計年度において新たに設立した

ため連結の範囲に含めております。

　また、㈱日本プレス興産、㈱日本

プレス興建については、平成17年９

月29日付で当社と合併したため、連

結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事

項

　すべての関連会社（３社）に対す

る投資について、持分法を適用して

おります。

石田工業㈱

関西ロジテク㈱

九州ロジテク㈱

　すべての関連会社（３社）に対す

る投資について、持分法を適用して

おります。

石田工業㈱

関西ロジテク㈱

九州ロジテク㈱

　すべての関連会社（３社）に対す

る投資について、持分法を適用して

おります。

石田工業㈱

関西ロジテク㈱

九州ロジテク㈱

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　連結財務諸表提出会社に同じであ

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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

　商品、製品、原材料、仕掛品

及び貯蔵品は移動平均法による

原価法、未成工事支出金は個別

法による原価法によっておりま

す。

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

同左

 ①　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（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。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ②　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

額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　完成工事補償引当金

　連結子会社レスコハウス㈱及

びレスコリフォーム㈱は引渡後

に発生する住宅等の瑕疵補修に

備えるため、将来の見積補修額

に基づいて計上しております。

②　完成工事補償引当金

同左

②　完成工事補償引当金

同左

 ③　賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるた

め、次回賞与支給見込額のうち

当中間連結会計期間負担分を計

上しております。

③　賞与引当金

同左

③　賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度負担分を計上してお

ります。

 ④　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。

　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（７年）による

定額法により、費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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（７年）による定率法

により、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。

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、当連結会計年度

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。

　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（７年）による

定額法により、費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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（７年）による定率法

により、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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ⑤　役員退職慰労引当金

　当社は役員に対する退職慰労

金の支給に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上して

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

 同左 

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は役員に対する退職慰労

金の支給に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。

 ────── ⑥　構造改革損失引当金

　栃木工場閉鎖に伴い発生が見

込まれる設備の除却・解体費用

等損失額を計上しております。

⑥　構造改革損失引当金

　栃木工場閉鎖に伴い発生が見

込まれる設備の除却・解体費用

等損失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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左　

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、繰

延ヘッジ処理を採用しておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、繰

延ヘッジ処理を採用しておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、繰

延ヘッジ処理を採用しておりま

す。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

 ・ヘッジ対象

借入金

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　金利スワップ取引については、

実需に伴う取引に限定して行っ

ております。当社におけるデリ

バティブ取引は、社内規程

（「デリバティブ取引管理規

程」）に則って執行されており、

投機的な取引は一切行わない方

針としております。

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定

時点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、両者の変動額

等を基礎に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）その他中間連結財務諸表作成の

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。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結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

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

　手許現金、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

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ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　同左 　同左
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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の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３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指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純損失は31,501千円増加しております。

　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。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）　　　　

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税金等調整前当

期純損失は31,501千円増加しております。

 

　なお、減損損失累計額については、改正後

の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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は9,971,718千円であります。

　なお、当中間連結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、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、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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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間において営業外収益に独立掲記し

ておりました「貸倒引当金戻入額」は、当中間連結会計

期間において金額的重要性が増したため特別利益に計上

しております。

　　──────

２．「特許等使用料収入」は、前中間連結会計期間におい

て営業外収益「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間において営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記することに致しました。

　　なお、前中間連結会計期間の営業外収益「その他」に

含まれている特許等使用料収入は3,281千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額

   11,001,292千円  10,959,551千円    10,780,053千円

※２．投資有価証券、有形固定資産の一部を

次のとおり担保に供しております。

※２．投資有価証券、有形固定資産の一部を

次のとおり担保に供しております。

※２．投資有価証券、有形固定資産の一部を

次のとおり担保に供しております。

(1）工場財団

担保に供している資産

(1）工場財団

担保に供している資産

(1）工場財団

担保に供している資産

建物及び構築物 612,520千円

機械装置及び運搬

具
144,438

土地 1,938,129

計 2,695,087

建物及び構築物      567,455千円

機械装置及び運搬

具
119,234

土地 1,938,129

計 2,624,818

建物及び構築物 588,445千円

機械装置及び運搬

具
127,811

土地 1,938,129

計 2,654,386

担保を付している債務 担保を付している債務 担保を付している債務

短期借入金 25,000千円

長期借入金 125,000

計 150,000

短期借入金       25,000千円

長期借入金
       

100,000

計 125,000

短期借入金   25,000千円

長期借入金
       

112,500

計 137,500

(2）その他

担保に供している資産

(2）その他

担保に供している資産

(2）その他

担保に供している資産

投資有価証券 1,086,623千円 投資有価証券  1,182,645千円 投資有価証券    1,205,705千円

担保を付している債務 担保を付している債務 担保を付している債務

短期借入金 81,000千円

長期借入金 70,000

計 151,000

短期借入金       70,000千円

長期借入金       -

計 70,000

短期借入金       64,000千円

長期借入金        38,000

計 102,000

　３．偶発債務

　保証債務

　当社の従業員の金融機関からの借入金

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。

　３．偶発債務

　保証債務

　当社の従業員の金融機関からの借入金

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。

　３．偶発債務

　保証債務

　当社の従業員の金融機関からの借入金

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。

従業員 5,414千円 従業員      3,150千円 従業員       20,202千円

───── ※４．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

─────

受取手形     127,530千円

支払手形 509,337

設備関係支払手形

(流動負債その他)
63,476
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

の内訳は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

の内訳は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

の内訳は次のとおりであります。

給料      593,116千円

賃借料    136,314

貸倒引当金繰入差額 230

賞与引当金繰入額    181,951

役員退職慰労引当金

繰入額
      15,319

完成工事補償引当金

繰入額
      15,629

給料  568,530千円

賃借料 101,868

貸倒引当金繰入差額 1,228

賞与引当金繰入額 152,288

役員退職慰労引当金

繰入額
12,037

完成工事補償引当金

繰入額
19,015

給料 1,187,388千円

賃借料 258,465

貸倒引当金繰入差額 7,252

賞与引当金繰入額    154,186

役員退職慰労引当金

繰入額
27,600

完成工事補償引当金

繰入額
38,441

　２．当社グループの売上高は、通常の営業

形態として上半期に比べ下半期に完成す

る工事への出荷割合が大きいため、連結

会計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。

　２．同左 ─────

※３．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グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類 

千葉県

木更津市
遊休資産 土地 

静岡県

伊東市
遊休資産  土地

　当社グループは、遊休資産においては個別

物件単位により、事業用資産においては工場

単位としてグルーピングを行っております。

　遊休状態にあるレスコハウス㈱の土地の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しました。

その内訳は土地31,501千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、公示価格に

基づいた時価により評価しております。

────── ※３．当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類 

千葉県

木更津市
遊休資産 土地 

静岡県

伊東市
遊休資産  土地

　当社グループは、遊休資産においては個別

物件単位により、事業用資産においては工場

単位としてグルーピングを行っております。

　遊休状態にあるレスコハウス㈱の土地の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しました。

その内訳は土地31,501千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、公示価格に

基づいた時価により評価しております。

───── ───── ※４．構造改革損失の内訳は次のとおりであ

ります。

固定資産除却

損
336,167千円 (312,180)

解体撤去費用 71,683 (50,399)

土地原状復帰

費用
69,090 (69,090)

栃木工場閉鎖

費用
36,600 (36,600)

設備移転費用 29,540 (29,540)

その他 76,019 (76,019)

　計 619,100 (573,830)

　なお、()内は構造改革損失引当金繰入額に

相当します。
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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４月１日　至　平成18年９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　 17,930,000  － － 17,930,000

合計 17,930,000  － － 17,930,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 237,479 2,890 － 240,369

合計 237,479 2,890 － 240,369

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 2,890株の内訳は、単元未満株式の買取による増加 2,800株及び持分法適用

会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分 90株であります。

２．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６月29日

定時株主総会
普通株式 88,478 5  平成18年３月31日  平成18年６月30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

 　 　該当する事項はありません。

－ 26 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

（平成17年９月30日現在）

※　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

（平成18年９月30日現在）

※　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３月31日現在）

現金及び預金勘定 801,735千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△3,881千円

現金及び現金同等物 797,853千円

現金及び預金勘定    1,134,964千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
     －千円

現金及び現金同等物    1,134,964千円

現金及び預金勘定    1,158,861千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
    △3,646千円

現金及び現金同等物    1,155,215千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（当　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

　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

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

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)

機械装置及
び運搬具

37,644 18,846 18,797

工具器具及
び備品

104,312 83,077 21,235

その他 255,552 198,649 56,903

合計 397,509 300,573 96,936

 

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)

機械装置及
び運搬具

28,815 16,203 12,611

工具器具及
び備品

86,539 63,964 22,574

その他 255,552 249,331 6,220

合計 370,907 329,500 41,407

 

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)

機械装置及
び運搬具

36,979 21,498 15,480

工具器具及
び備品

104,312 89,994 14,318

その他 255,552 229,301 26,250

合計 396,844 340,794 56,049

　（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定

しております。

　（注）　同左 　（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,972千円

１年超 59,963千円

合計 96,936千円

１年内   13,936千円

１年超   27,470千円

合計   41,407千円

１年内   36,754千円

１年超   19,295千円

合計   56,049千円

　（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

　（注）　同左 　（注）　未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 48,003千円

減価償却費相当

額
48,003千円

支払リース料   28,882千円

減価償却費相当

額
  28,882千円

支払リース料   87,946千円

減価償却費相当

額
  87,946千円

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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 553,587 1,316,862 763,275

（２）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

（３）その他 － － －

合計 553,587 1,316,862 763,275

２．時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 82,712

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 730,135 1,915,170 1,185,035

（２）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

（３）その他 － － －

合計 730,135 1,915,720 1,185,035

２．時価評価されていない主な有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 71,712

 (注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について11,000千円減損処理を行っております。

帳簿価格より実質価格が著しく下落し、その回復可能性があると認められないことによるものであります。
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 730,135 1,958,916 1,228,781

（２）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

（３）その他 － － －

合計 730,135 1,958,916 1,228,781

２．時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 82,712

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示対象から除いてお

ります。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示対象から除いてお

ります。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示対象から除いてお

ります。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 土木（千円） 建築（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 4,866,006 1,987,110 6,853,117 － 6,853,117

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
28,131 8,190 36,321 (36,321) －

計 4,894,137 1,995,301 6,889,439 (36,321) 6,853,117

営業費用 5,208,974 2,202,631 7,411,606 (36,321) 7,375,284

営業損失（△） △314,836 △207,330 △522,166 － △522,166

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 土木（千円） 建築（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 3,684,082 2,014,648 5,698,730 － 5,698,730

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
21,770 － 21,770 (21,770) －

計 3,705,852 2,014,648 5,720,501 (21,770) 5,698,730

営業費用 4,033,150 2,170,204 6,203,355 (21,770) 6,181,584

営業損失（△） △327,297 △155,556 △482,853 － △482,853

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 土木（千円） 建築（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 14,011,166 6,226,641 20,237,808 － 20,237,808

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
37,432 8,190 45,623 (45,623) －

計 14,048,599 6,234,832 20,283,431 (45,623) 20,237,808

営業費用 13,830,250 6,069,049 19,899,300 (45,623) 19,853,677

営業利益 218,348 165,782 384,131 － 384,131

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品の用途によって区分しております。

２．各事業の主な製品

(1）土木…セグメント、プレス土木およびＲＣ土木製品の製造・販売、並びに、これ等に係る土木工事

(2）建築…コンクリート系プレハブ住宅の設計・施工・販売・補修、コンクリート部材の製造・販売
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため該当する事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高がないため該当する

事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 562.00円

１株当たり中間純損失 24.61円

１株当たり純資産額     563.60円

１株当たり中間純損失     21.54円

１株当たり純資産額     591.75円

１株当たり当期純損失 11.62円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されており、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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）純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（△）（千円） △441,002 △381,204 △208,033

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）純損失（△）

（千円）
△441,002 △381,204 △208,033

期中平均株式数（株） 17,917,042 17,691,487 17,899,141

（重要な後発事象）

該当する事項はありません。
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５．事業別生産実績
 （単位：千㌧，未満切捨て）

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

増減
（△印減）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

生産高 生産高 生産高 生産高

土木事業 117 96 △21 223

建築事業 13 15 1 27

合計 131 112 △19 250

６．事業別受注実績
 （単位：千円，未満切捨て）

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
増減

（△印減）
前連結会計年度

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

土木事業 6,143,051 10,566,748 6,958,163 9,472,724 815,111 △1,094,024 10,920,352 6,198,643

建築事業 3,585,558 5,020,854 3,086,431 5,126,562 △499,126 105,707 6,859,014 4,054,778

合計 9,728,610 15,587,602 10,044,595 14,599,286 315,984 △988,316 17,779,366 10,253,421

７．事業別売上高明細表
 （単位：千円，未満切捨て）

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
増減

（△印減）
前連結会計年度

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

土木事業 4,866,006 71.0 3,684,082 64.6 △1,181,923 △6.4 14,011,166 69.2

建築事業 1,987,110 29.0 2,014,648 35.4 27,537 6.4 6,226,641 30.8

合計 6,853,117 100.0 5,698,730 100.0 △1,154,386 － 20,237,808 100.0
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