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１．18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）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 3,760 △23.0 △300 － △285 －

17年９月中間期 4,884 △2.4 △253 － △257 －

18年３月期 14,033 245 190

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 △177 － △10.04

17年９月中間期 △109 － △6.09

18年３月期 △233 △13.06

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 17,694,614株 17年９月中間期 17,919,928株 18年３月期 17,902,092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９月中間期 16,954 10,707 63.2 605.17

17年９月中間期 18,090 10,960 60.6 611.67

18年３月期 20,067 11,003 54.8 621.81

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 17,692,800株 17年９月中間期 17,919,300株 18年３月期 17,695,600株

②期末自己株式数 18年９月中間期 237,200株 17年９月中間期 10,700株 18年３月期 234,400株

２．19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 12,700 100 30

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　1円68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 － 5.0 5.0

19年３月期（実績） － －
 

19年３月期（予想） －  

（注）①１株当たりの年間配当金は未定であるため、記載しておりません。

②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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８．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

前事業年度の要約貸借対照表
（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  336,929   702,036   335,106 386,462   

２．受取手形 ※４ 1,438,767   1,345,075   △93,691 2,290,440   

３．売掛金  2,877,762   2,395,676   △482,085 6,101,261   

４．たな卸資産  4,738,577   3,572,921   △1,165,656 2,370,996   

５．関係会社短期
貸付金

 450,000   15,000   △435,000 15,000   

６．その他  488,269   585,627   97,358 586,013   

７．貸倒引当金  △26,571   △18,332   8,239 △41,848   

流動資産合計   10,333,734 57.1  8,598,004 50.7 △1,735,729  11,708,325 58.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※１
※２

          

(1）建物  1,103,279   1,077,001   △26,277 1,072,967   

(2）機械及び装
置

 718,063   787,328   69,265 635,293   

(3）土地  2,536,911   2,586,587   49,675 2,586,587   

(4）建設仮勘定  －   60,991   60,991 160,794   

(5）その他  590,919   588,702   △2,216 542,628   

有形固定資産
合計

  4,949,173   5,100,611  151,438  4,998,271  

２．無形固定資産   322,940   249,336  △73,603  285,680  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※２ 1,398,574   1,985,882   587,308 2,040,628   

(2）関係会社株
式

 860,200   839,307   △20,893 860,200   

(3）前払年金費
用

 －   11,182   11,182 －   

(4）その他  480,134   304,933   △175,200 309,248   

(5）貸倒引当金  △254,179   △134,364   119,814 △135,064   

投資その他の
資産合計

  2,484,729   3,006,940  522,210  3,075,012  

固定資産合計   7,756,843 42.9  8,356,888 49.3 600,045  8,358,963 41.7

資産合計   18,090,577 100.0  16,954,893 100.0 △1,135,684  20,067,289 100.0
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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

前事業年度の要約貸借対照表
（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 ※４ 2,034,260   2,054,950   20,689 2,021,371   

２．買掛金  483,367   681,845   198,478 725,458   

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

４．未払費用  502,770   531,427   28,656 692,118   

５．未払法人税等  16,685   17,336   651 16,565   

６．賞与引当金  146,283   99,086   △47,197 100,544   

７．構造改革損失
引当金 

 －   485,217   485,217 577,180   

８．その他 ※４ 244,433   357,056   112,622 330,170   

流動負債合計   6,733,801 37.2  5,921,921 34.9 △811,880  8,502,409 42.4

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

 20,972   －   △20,972 12,593   

３．役員退職慰労
引当金

 24,430   44,140   19,710 34,230   

４．その他  155,619   181,596   25,976 364,090   

固定負債合計   396,021 2.2  325,736 1.9 △70,285  561,413 2.8

負債合計   7,129,823 39.4  6,247,657 36.8 △882,166  9,063,822 45.2
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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

前事業年度の要約貸借対照表
（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 18.5  － － －  3,352,250 16.7

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  2,868,896   －    2,868,896   

資本剰余金合計   2,868,896 15.9  － － －  2,868,896 14.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  169,115   －    169,115   

２．任意積立金  4,100,000   －    4,100,000   

３．中間(当期)未
処分利益又は
中間(当期)未
処理損失(△)

 22,660   －    △102,249   

利益剰余金合計   4,291,776 23.7  － － －  4,166,865 20.8

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  452,698 2.5  － － －  728,790 3.6

Ⅴ　自己株式   △4,867 △0.0  － － －  △113,335 △0.6

資本合計   10,960,753 60.6  － － －  11,003,466 54.8

負債・資本合計   18,090,577 100.0  － － －  20,067,289 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 3,352,250 19.8 － － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 2,868,896  －

資本剰余金合

計
－ － 2,868,896 16.9 － － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 169,115  －

(2) その他利益

剰余金
    

別途積立金 － 3,900,000  －

繰越利益剰

余金
－ △168,477

 

 
－

利益剰余金合

計
 － － 3,900,637 23.0 － － －

４　自己株式  － － △115,622 △0.7 － － －

株主資本合

計
 － － 10,006,161 59.0 －   

Ⅱ　評価・換算差額

等
       

１　その他有価証

券評価差額金
－ － 702,844 4.2 － － －

２　繰延ヘッジ損

益
－ － △1,770 △0.0 － － －

評価・換算差額

等合計
－ － 701,074 4.2 － － －

純資産合計 － － 10,707,235
63.2

 
－ － －

負債純資産合計 － － 16,954,893 100.0 － － －
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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

前事業年度の要約損益計算書
（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（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   4,884,575 100.0  3,760,551 100.0 △1,124,024  14,033,650 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  4,112,940 84.2  3,125,179 83.1 △987,761  11,766,897 83.8

売上総利益   771,635 15.8  635,372 16.9 △136,262  2,266,753 16.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,024,714 21.0  936,176 24.9 △88,537  2,021,356 14.4

営業利益又は
営業損失
（△）

  △253,078 △5.2  △300,804 △8.0 △47,725  245,396 1.8

Ⅳ　営業外収益 ※２  27,956 0.6  43,336 1.1 15,379  43,380 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※３  32,163 0.7  28,168 0.7 △3,995  98,213 0.8

経常利益又は
経常損失
（△）

  △257,286 △5.3  △285,636 △7.6 △28,349  190,564 1.3

Ⅵ　特別利益 ※４  44,752 0.9  24,425 0.6 △20,326  38,047 0.3

Ⅶ　特別損失 ※５  － －  31,893 0.8 31,893  622,451 4.4

税引前中間(当
期)純損失
（△）

  △212,534 △4.4  △293,103 △7.8 △80,569  △393,839 △2.8

法人税、住民
税及び事業税

 18,232   9,348    53,686   

法人税等調整
額

 △121,716 △103,483 △2.2 △124,702 △115,353 △3.1 11,870 △213,564 △159,878 △1.1

中間(当期)純
損失（△）

  △109,050 △2.2  △177,749 △4.7 △68,699  △233,960 △1.7

前期繰越利益   58,001   －    58,001  

合併による未
処分利益受入
額

  73,709   －    73,709  

中間(当期)未
処分利益又は
中間(当期)未
処理損失
（△）

  22,660   －    △102,249  
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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

資本
剰余金
合計

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

　　　　　　 （千円）
3,352,250 2,868,896 2,868,896 169,115 4,100,000 △102,249 4,166,865 △113,335 10,274,676

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩（注）     △200,000 200,000 －  －

剰余金の配当（注）      △88,478 △88,478  △88,478

中間純損失（△）      △177,749 △177,749  △177,749

自己株式の取得       － △2,286 △2,286

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 △66,227 △266,227 △2,286 △268,514

平成18年９月30日残高

（千円）
3,352,250 2,868,896 2,868,896 169,115 3,900,000 △168,477 3,900,637 △115,622 10,006,161

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 11,003,466

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩（注）    －

剰余金の配当（注)    △88,478

中間純損失（△）    △177,749

自己株式の取得    △2,286

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△25,945 △1,770 △27,716 △27,716

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△25,945 △1,770 △27,716 △296,230

平成18年９月30日残高

（千円）
702,844 △1,770 701,074 10,707,235

 （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）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）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

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．固定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。

同左 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

 (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．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
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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）

 (2）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

会計期間負担分を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当期負担分

を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、費用処理することとして

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

（７年）による定率法により、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。

(3）退職給付引当金

　同左

(3）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、当事

業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

（７年）による定率法により、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）役員退職慰労引当金

　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

程に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　同左

(4）役員退職慰労引当金

　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。

 ──────

　

(5)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。　

(5）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．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

　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。

(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。

(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
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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）

 (3）ヘッジ方針

　金利スワップについては、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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

　なお仮払消費税と仮受消費税は、

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。

(1）消費税等の会計処理

　同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

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） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

　当事業年度より、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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は10,709,006千円であります。

　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。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却

累計額
9,720,112千円          9,664,042千円 9,525,055千円

※２．担保資産    

(1）担保に供している資

産

工場財団  

建物 543,893千円

構築物 68,627

機械及び装置 144,438

土地 1,938,129

計 2,695,087

工場財団  

建物 503,999千円

構築物  63,456

機械及び装置 119,234

土地 1,938,129

計 2,624,818

工場財団  

建物 523,102千円

構築物 65,342

機械及び装置 127,811

土地 1,938,129

計 2,654,386

 その他  

投資有価証券 1,086,623千円

その他  

投資有価証券  1,182,645千円

その他  

投資有価証券 1,205,705千円

(2）担保資産に対応する

債務

工場財団  

長期借入金 150,000千円

(１年以内返済予定額を含む)

工場財団  

長期借入金    125,000千円

(１年以内返済予定額を含む)

工場財団  

長期借入金 137,500千円

(１年以内返済予定額を含む)

 その他  

長期借入金 151,000千円

(１年以内返済予定額を含む)

その他  

長期借入金     70,000千円

(１年以内返済予定額を含む)

その他  

長期借入金 102,000千円

(１年以内返済予定額を含む)

　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。

　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。

　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 4,202千円

※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     48,555千円

支払手形 407,644

設備関係支払手形

(流動負債その他)
60,075

──────
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（中間損益計算書関係）

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．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

175,243千円

49,362

       172,950千円

      39,838

376,467千円

98,077

※２．営業外収益の主要項目    

 受取利息 2,033千円

受取配当金 6,169

受取利息    507千円

受取配当金 33,352

受取利息 5,634千円

受取配当金 9,008

※３．営業外費用の主要項目    

 支払利息 16,683千円

固定資産除売却損 5,144

支払リース料 6,480

たな卸資産廃棄損 2,676

支払利息 13,770千円

固定資産除売却損 12,236

たな卸資産廃棄損   444

支払利息 31,640千円

固定資産除売却損 13,671

支払リース料 12,967

たな卸資産廃棄損 33,612

※４．特別利益の主要項目    

 貸倒引当金戻入額 44,752千円 貸倒引当金戻入額 24,425千円 貸倒引当金戻入額  38,047千円

※５．特別損失の主要項目    

 ───── 関係会社株式評価

損
20,893千円

投資有価証券評価

損
11,000

構造改革損失 622,451千円

　６．その他    

 　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

する工事への出荷割合が大きいため、

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。

　同左 ─────
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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）

 普通株式　（注） 234,400 2,800 － 237,200

 　　　　合計 234,400 2,800 － 237,200

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,800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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①　リース取引

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）

　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

 

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)

工具器
具及び
備品

58,941 48,907 10,034

その他 19,263 4,199 15,063

合計 78,204 53,107 25,097

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

 

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)

工具器
具及び
備品

34,984 31,461 3,522

その他 18,598 7,897 10,700

合計 53,582 39,359 14,223

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)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器
具及び
備品

58,941 52,563 6,378

その他 18,598 5,898 12,699

合計 77,540 58,462 19,078

 （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 8,284千円

１年超 16,813千円

合計 25,097千円

１年内      5,634千円

１年超       8,588千円

合計       14,223千円

１年内 8,066千円

１年超 11,011千円

合計 19,078千円

 （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．当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額

３．当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額

３．当期の支払リース料及び減価償

却費相当額

 支払リース料 6,089千円

減価償却費相当額 6,089千円

支払リース料    4,798千円

減価償却費相当額    4,798千円

支払リース料 11,165千円

減価償却費相当額 11,165千円

 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。

（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 611.67円

１株当たり中間純損失 6.09円

１株当たり純資産額     605.17円

１株当たり中間純損失     10.04円

１株当たり純資産額 621.81円

１株当たり当期純損失 13.06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)

中間（当期）純損失（△）（千円） △109,050 △177,749 △233,960

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）
△109,050 △177,749 △233,960

期中平均株式数（株） 17,919,928 17,694,614 17,902,092

（重要な後発事象）

該当する事項はありません。
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９．製品別売上高明細表
 （単位：千円，未満切り捨て）

品目
前中間期 当中間期

増減
（△印減）

前期

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 金額 構成比（％）

セグメント 2,373,323 48.6 1,318,679 35.1 △1,054,644 7,819,912 55.7

プレス土木 391,929 8.0 253,782 6.8 △138,147 1,250,960 8.9

ＲＣ土木 1,305,826 26.7 1,276,048 33.9 △29,777 3,234,760 23.1

建築 88,295 1.8 152,379 4.0 64,084 206,192 1.5

工事その他 725,200 14.9 759,661 20.2 34,460 1,521,823 10.8

合計 4,884,575 100.0 3,760,551 100.0 △1,124,024 14,033,650 100.0

10．製品別受注実績
 （単位：千円，未満切り捨て）

品目
前中間期 当中間期

増減
（△印減）

前期

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

セグメント 2,707,099 7,944,354 3,584,552 6,378,362 877,453 △1,565,992 4,321,822 4,112,488

プレス土木 668,966 466,942 564,565 419,279 △104,400 △47,662 1,169,551 108,496

ＲＣ土木 1,330,959 1,244,664 2,149,924 2,049,973 818,965 805,308 3,191,327 1,176,098

建築 246,776 158,481 385,286 271,029 138,510 112,548 244,315 38,122

工事その他 1,366,300 910,787 582,964 625,108 △783,336 △285,678 2,053,943 801,806

合計 6,320,101 10,725,229 7,267,292 9,743,753 947,191 △981,475 10,980,959 6,237,012
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