
 
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月10日

上場会社名 石川島建材工業株式会社 上場取引所 東

コード番号 5276 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.ikk.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　藤本　幸男

問合せ先責任者　役職名
常務取締役
財務部部長

氏名　窪田　利通 ＴＥＬ　　（03）　5221　－　7211

決算取締役会開催日 平成18年11月10日   

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

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四捨五入し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 4,381 △54.6 △436 － △405 －

17年9月中間期 9,652 1.4 △389 － △358 －

18年3月期 20,813 1 451

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 △3,008 － △145 24

17年9月中間期 △544 － △26 25

18年3月期 187 9 03

（注）①期中平均株式数 
 　　　　　　　　　　　　
　　　　

18年9月中間期
18年3月期

20,708,534株
20,712,825株

17年9月中間期
 

20,715,025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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

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 17,870 8,291 46.4 400 39

17年9月中間期 22,393 10,760 48.0 519 49

18年3月期 21,281 11,389 53.5 549 94

（注）①期末発行済株式数
 

18年9月中間期
18年3月期

20,707,649株
20,709,169株

17年9月中間期
 

20,712,304株
 

②期末自己株式数
 

18年9月中間期
18年3月期

38,351株
36,831株

17年9月中間期
 

33,696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 17,200 100 △2,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△125 円　55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 4.0 4.0 8.0

19年3月期（実績） 0 －
0

19年3月期（予想） － 0

 

※　上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項は、「3.経営成績及び財政状態」（Ｐ7）をご参照ください。
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６．個別中間財務諸表
(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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年3月31日）
前事業年度
末比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

現金及び預金  712,532   353,341   504,630   △151,289

受取手形 ※６ 1,589,250   1,672,795   1,521,342   151,453

売掛金  7,576,411   3,907,992   7,717,380   △3,809,388

たな卸資産  4,848,392   4,103,136   2,723,349   1,379,787

繰延税金資産  288,144   78,567   61,759   16,808

短期貸付金  200,000   3,490,000   1,800,000   1,690,000

その他 ※５ 81,591   156,590   217,505   △60,915

貸倒引当金  △3,042   △58   △2,518   2,460

流動資産合計   15,293,278 68.3  13,762,363 77.0  14,543,447 68.3 △781,084

Ⅱ　固定資産            

有形固定資産
※
1,2

          

土地  472,770   237,484   257,951   △20,467

その他  274,734   85,556   89,524   △3,968

有形固定資産
合計

 747,504   323,040   347,475   △24,435

無形固定資産  68,418   162,288   183,728   △21,440

投資その他の
資産

           

投資有価証
券

 5,207,980   3,275,295   5,166,131   △1,890,836

繰延税金資
産

 734,485   55,278   747,897   △692,619

その他  348,585   294,549   295,410   △861

貸倒引当金  △6,998   △3,013   △3,013   0

投資その他の
資産合計

 6,284,052   3,622,109   6,206,425   △2,584,316

固定資産合計   7,099,974 31.7  4,107,437 23.0  6,737,628 31.7 △2,630,191

資産合計   22,393,252 100.0  17,869,800 100.0  21,281,075 100.0 △3,411,275
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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）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年3月31日）
前事業年度
末比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

支払手形 ※６ 2,022,532   2,125,569   1,644,295   481,274

買掛金  4,818,691   2,732,448   4,196,147   △1,463,699

短期借入金  1,700,000   900,000   900,000   －

１年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 192,000   192,000   192,000   －

未払法人税等  12,621   10,236   17,079   △6,843

前受金  302,265   1,294,781   338,311   956,470

賞与引当金  102,000   67,000   75,000   △8,000

その他 ※５ 154,345   119,182   274,656   △155,474

流動負債合計   9,304,454 41.6  7,441,216 41.6  7,637,488 35.9 △196,272

Ⅱ　固定負債            

長期借入金 ※２ 885,000   693,000   789,000   △96,000

退職給付引当
金

※４ 1,391,446   1,387,745   1,414,530   △26,785

役員退職慰労
引当金 

 49,337   55,625   49,330   6,295

その他  3,159   977   1,957   △980

固定負債合計   2,328,942 10.4  2,137,347 12.0  2,254,817 10.6 △117,470

負債合計   11,633,396 52.0  9,578,563 53.6  9,892,305 46.5 △313,742

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,665,000 7.4  － －  1,665,000 7.8 △1,665,000

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  1,005,000   －   1,005,000   △1,005,000

資本剰余金合計   1,005,000 4.5  － －  1,005,000 4.7 △1,005,000

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  369,077   －   369,077   △369,077

２　任意積立金  6,745,000   －   6,745,000   △6,745,000

３　中間（当期）未
処分利益

 932,325   －   1,580,295   △1,580,295

利益剰余金合計   8,046,402 35.9  － －  8,694,372 40.9 △8,694,372

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  53,743 0.2  － －  35,838 0.2 △35,838

Ⅴ　自己株式   △10,289 △0.0  － －  △11,440 △0.1 11,440

資本合計   10,759,856 48.0  － －  11,388,770 53.5 △11,388,770

負債・資本合計   22,393,252 100.0  － －  21,281,075 100.0 △21,281,075
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年3月31日）

前事業年度
末比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 1,665,000 9.3 － － 1,665,000

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,005,000 － 1,005,000

資本剰余金合
計

 － － 1,005,000 5.6 － － 1,005,000

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 369,077 － 369,077

(2）その他利益
剰余金

     

別途積立金  － 6,745,000 － 6,745,000

繰越利益剰
余金

 － △1,510,295 － △1,510,295

利益剰余金合
計

 － － 5,603,782 31.4 － － 5,603,782

４　自己株式  － － △11,917 △0.1 － － △11,917

株主資本合計  － － 8,261,865 46.2 － － 8,261,885

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 29,372 0.2 － － 29,372

評価・換算差額等
合計

 － － 29,372 0.2 － － 29,372

純資産合計  － － 8,291,237 46.4 － － 8,291,237

負債・純資産合計  － － 17,869,800 100.0 － － 17,869,800
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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   9,651,754 100.0  4,380,637 100.0 △5,271,117  20,812,504 100.0

Ⅱ　売上原価   8,952,718 92.7  3,811,025 87.0 △5,141,693  18,669,038 89.7

売上総利益   699,036 7.3  569,612 13.0 △129,424  2,143,466 10.3

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,088,301 11.3  1,005,460 23.0 △82,841  2,142,161 10.3

営業利益又は営
業損失（△）

  △389,265 △4.0  △435,848 △10.0 △46,583  1,305 0.0

Ⅳ　営業外収益            

受取利息   806   3,836  3,030  2,804  

受取配当金   37,159   33,827  △3,332  457,803  

設備賃貸収入   25,336   3,737  △21,599  37,764  

その他   7,006   8,097  1,091  15,988  

営業外収益合計   70,307 0.7  49,497 1.1 △20,810  514,359 2.5

Ⅴ　営業外費用            

支払利息   16,935   10,313  △6,622  29,957  

賃貸設備諸費用   18,873   3,591  △15,282  27,853  

その他   3,525   4,485  960  6,361  

営業外費用合計   39,333 0.4  18,389 0.4 △20,944  64,171 0.3

経常利益又は経
常損失（△）

  △358,291 △3.7  △404,740 △9.3 △46,449  451,493 2.2

Ⅵ　特別利益            

固定資産売却益   －   －  －  123,452  

投資有価証券売
却益

  －   －  －  54,682  

特別利益合計   － －  － － －  178,134 0.8

Ⅵ　特別損失            

関係会社株式評価
損

  －   1,864,839  1,864,839  －  

投資有価証券評価
損

  －   15,095  15,095  －  

 　　 減損損失 ※3  524,803   21,533  △503,270  524,803  

 　　 借地返還損   －   16,299  16,299  －  

固定資産売廃却損   7,244   －  △7,244  9,504  

ゴルフ会員権売
却損

  －   －  －  7,500  

その他   －   －  －  17,083  

特別損失合計   532,047 5.5  1,917,766 43.8 1,385,719  558,890 2.7

税引前当期純利
益又は税引前中
間純損失（△）

  △890,338 △9.2  △2,322,506 △53.1 △1,432,168  70,737 0.3

法人税、住民税
及び事業税

 5,000   5,000    10,000   

法人税等調整額  △351,564 △346,564 △3.6 680,247 685,247 15.6 1,031,811 △126,307 △116,307 △0.6

当期純利益又は
中間純損失
（△）

  △543,774 △5.6  △3,007,753 △68.7 △2,463,979  187,044 0.9

前期繰越利益   1,476,099   －    1,476,100  

中間配当額   －   －    82,849  

中間（当期）未
処分利益

  932,325   －    1,580,295  

            

- 40 -



  (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）
1,665,000 1,005,000 1,005,000 369,077 6,745,000 1,580,295 8,694,372 △11,440 11,352,932

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △82,837 △82,837  △82,837

中間純損失      △3,007,753 △3,007,753  △3,007,753

自己株式の取得        △477 △477

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）
     △3,090,590 △3,090,590 △477 △3,091,067

平成18年9月30日　残高

（千円）
1,665,000 1,005,000 1,005,000 369,077 6,745,000 △1,510,295 5,603,782 △11,917 8,261,865

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
35,838 35,838 11,388,770

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △82,837

中間純損失   △3,007,753

自己株式の取得   △477

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

 

△6,466 △6,466 △6,466

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△6,466 △6,466 △3,097,533

平成18年9月31日　残高

（千円）
29,372 29,372 8,291,237

 （注）平成18年６月の定期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）たな卸資産

製品

個別法による原価法

(1）たな卸資産

製品

同左

(1）たな卸資産

製品

同左

原材料・貯蔵品

移動平均法による低価

法

原材料・貯蔵品

同左

原材料・貯蔵品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

半成工事

個別法による原価法

半成工事

同左

半成工事

同左

(2）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

(2）有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

(2）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

中間決算末日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価

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）

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　固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日

以降取得した建物（建物

附属設備を除く）につい

ては、定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。

　　建物

　　　　　　 15～31年

　　構築物

　　　　　　 15～40年

　　機械装置

　　　　　　  4～12年

　　工具・器具・備品

               2～6年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日

以降取得した建物（建物

附属設備を除く）につい

ては、定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。

　　建物

　　　　　　 15～31年

　　構築物

　　　　　　 15～40年

　　機械装置

　　　　　　  4～12年

　　工具・器具・備品

               2～6年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日

以降取得した建物（建物

附属設備を除く）につい

ては、定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。

　　建物

　　　　　　 15～31年

　　構築物

　　　　　　 15～40年

　　機械装置

　　　　　　  4～12年

　　工具・器具・備品

               2～6年
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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）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア

（自社利用分）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

債権に対する貸倒損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率法に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備

えるため、支給見込額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）受注工事損失引当金

当中間会計期間末におい

て見込まれる未引渡し工

事の損失発生に備えるた

め、当該見込額を計上し

ております。

(3）受注工事損失引当金

同左

(3）受注工事損失引当金

期末において見込まれる

未引渡し工事の損失発生

に備えるため、当該見込

額を計上しております。
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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）

(4）退職給付引当金

従業員の退職金の支払に

備えるため、当期末にお

ける退職給付債務の見込

額に基づき、当中間会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

数理計算上の差異につい

ては、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（５年）

による定額法により、翌

期から費用処理しており

ます。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職金の支払に

備えるため、退職給付債

務の見込額に基づき、当

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。

数理計算上の差異につい

ては、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（５年）

による定額法により、翌

期から費用処理しており

ます。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。

４　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

５　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

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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

 （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。

 これにより税引前中間純損失は

524,803千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

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。

 これにより税引前当期純利益は

524,803千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

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

る金額は純資産の部と同額でありま

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。

―――――

 

 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 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。

 これによる営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失への影響はありませ

ん。
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表示方法の変更 

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）

（中間貸借対照表関係）

　従来、「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」は相殺せ

ず、それぞれ流動資産の「その他」及び流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間より

相殺後の残高を流動負債の「その他」に含めて表示してい

ます。

　なお、当中間会計期間末における「仮払消費税等」は

465,015千円、「仮受消費税等」は490,569千円であります。

―――――
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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）

前事業年度末
（平成18年3月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,972,157千円   1,215,159千円   1,246,925千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に提供している資産は次の

とおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に提供している資産は次の

とおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に提供している資産は次の

とおりであります。

土地 471,937千円

建物 93,420千円

計 565,357千円

土地    236,650円

建物       0千円

計   236,650円

土地 257,117千円

建物        0千円

計  257,117千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済

予定の長期借

入金

100,000千円

長期借入金 400,000千円

計 500,000千円

１年以内返済

予定の長期借

入金

 100,000千円

長期借入金  300,000千円

計 400,000千円

１年以内返済

予定の長期借

入金

 100,000千円

長期借入金 350,000千円

計  450,000千円

　３　偶発債務

従業員の金融機関借入金に対す

る保証債務

　３　偶発債務

従業員の金融機関借入金に対す

る保証債務

　３　偶発債務

従業員の金融機関借入金に対す

る保証債務

従業員

（住宅資金）
5,474千円

従業員

（住宅資金）
   30,731千円

従業員

（住宅資金）
    19,525千円

※４　退職金負担額

親会社より移籍した従業員の退

職金負担については、親会社に

おける勤続年数を当社において

通算し、退職時に親会社が移籍

時要支給額を負担することに

なっております。当中間会計期

間末の当該金額は

122,539千円であります。

※４　退職金負担額

親会社より移籍した従業員の退

職金負担については、親会社に

おける勤続年数を当社において

通算し、退職時に親会社が移籍

時要支給額を負担することに

なっております。当中間会計期

間末の当該金額は

101,236千円であります。

※４　退職金負担額

親会社より移籍した従業員の退

職金負担については、親会社に

おける勤続年数を当社において

通算し、退職時に親会社が移籍

時要支給額を負担することに

なっております。当期末の当該

金額は,119,392千円であります。

※５　消費税等

仮受消費税等及び仮払消費税等

は相殺後の残高を流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※５　消費税等

同左

※５　　　　―――――

 

※６　中間期末日満期手形

―――――

※６　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　　　96,701千円

　支払手形　　 267,652千円

 

※６　　　期末日満期手形

―――――
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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　減価償却実施額 　１　減価償却実施額 １　減価償却実施額

有形固定資産 23,065千円

無形固定資産 9,857千円

有形固定資産      9,071千円

無形固定資産     22,621千円

有形固定資産     42,332千円

無形固定資産     49,564千円

　２　当社の売上高は、通常の営業の

形態として、上半期に比べて下

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。

　２　　　　　　同左 ――――――

※３　減損損失

　当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

　　　　　　　　（単位：千円）

場所 用途 減損損失

 土木・　建

築事業本

部におけ

る製造現

場（兵庫

県揖保郡

他）

工事用機

材等
58,686

 潮来工場

（茨城県潮

来市）

売却予定

資産
336,689

 高萩工場

（茨城県高

萩市）

遊休資産 129,428

 

※３　減損損失

　当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

　　　　　　　　（単位：千円）

場所 用途 減損損失

 高萩工場

（茨城県高

萩市）

遊休資産 21,533

 

※３　減損損失

　当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上しました。

　　　　　　　　（単位：千円）

場所 用途 減損損失

 土木・　建

築事業本

部におけ

る製造現

場（兵庫

県揖保郡

他）

工事用機

材等
58,686

 潮来工場

（茨城県潮

来市）

売却予定

資産
336,689

 高萩工場

（茨城県高

萩市）

遊休資産 129,428
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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）

　　当社は、事業本部別管理会計区分

をグルーピングの単位としています。

ただし、売却予定資産及び遊休資産

は、個別の資産グループとして取り

扱っています。

　当社の土木・建築事業本部におけ

る製造現場につきましては営業活動

から生じる損益が継続してマイナス

であるため、固定資産及びリース資

産の帳簿価額について回収可能価額

まで減損し、当該減少額を減損損失

に計上しました。売却予定資産につ

きましては、売却が決定しましたの

で、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に計上

しました。遊休資産につきましては

地価が大幅に下落していましたので

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に計上しまし

た。

 場所ごとの減損損失の内訳は、

土木・建築事業本部における製造現

場は機械・装置34,471千円、工具・

器具・備品12,821千円、その他

11,394千円、売却予定資産は土地

334,575千円、その他2,114千円、遊

休資産は土地20,337千円、建物

100,501千円、その他8,590千円であ

ります。

　なお回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、土木・建築

事業本部における製造現場について

は零として評価し、売却予定資産に

ついては売却価額により評価し、遊

休資産については不動産鑑定士によ

る鑑定評価額を基礎として評価して

おります。

 

 

 

　　当社は、事業本部別管理会計区分

をグルーピングの単位としています。

ただし、売却予定資産及び遊休資産

は、個別の資産グループとして取り

扱っています。

　遊休資産につきましては引き続き

地価が下落していましたので帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失に計上しました。

 遊休資産の減損損失の内訳は土地

20,467千円、借地権1,066千円であり

ます。

　なお回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、遊休資産に

ついては不動産鑑定士による鑑定評

価額を基礎として評価しておりま

す。

 

 

 

　　当社は、事業本部別管理会計区分

をグルーピングの単位としています。

ただし、売却予定資産及び遊休資産

は、個別の資産グループとして取り

扱っています。

　当社の土木・建築事業本部におけ

る製造現場につきましては営業活動

から生じる損益が継続してマイナス

であるため、固定資産及びリース資

産の帳簿価額について回収可能価額

まで減損し、当該減少額を減損損失

に計上しました。売却予定資産につ

きましては、売却が決定しましたの

で、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に計上

しました（平成17年9月売却済

み）。

遊休資産につきましては地価が大幅

に下落していましたので帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失に計上しました。

　場所ごとの減損損失の内訳は、土

木・建築事業本部における製造現場

は機械・装置34,471千円、工具・器

具・備品12,821千円、その他11,394

千円、売却予定資産は土地334,575千

円、その他2,114千円、遊休資産は土

地20,337千円、建物100,501千円、そ

の他8,590千円であります。

　なお回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、土木・建築

事業本部における製造現場について

は零として評価し、売却予定資産に

ついては売却価額により評価し、遊

休資産については不動産鑑定士によ

る鑑定評価額を基礎として評価して

おります。
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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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 37 1 － 38

合計 37 1 － 38

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、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

    　　EDINETによる開示を行なうため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年9月30日）

　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。

当中間会計期間末（平成18年9月30日）

　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。

前事業年度末（平成18年3月31日）

　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）

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）

  当社は、平成17年11月11日開催の取

締役会において、当社が所有する麻生

分工場（茨城県行方市）の生産設備に

ついて関東セグメント株式会社へ貸与

しておりましたが、平成17年9月に潮

来工場を丸一鋼管株式会社へ売却した

ことを機に、同工場の機能を麻生分工

場に集約し、生産体制の強化による更

なる生産の効率化を図るため、麻生分

工場を関東セグメント株式会社へ譲渡

することを決議し、平成17年11月30日

に契約書を締結いたしました。なお、

物件の引渡しは、平成17年12月26日の

予定です。

 

（譲渡資産の内容）

　　土地・建物・構築物他

　　　　譲渡価額　　 509百万円

　　　　帳簿価額(H17.9.30現在)

　　　　　　　　　　 389百万円

　　　　　　 

――――― ―――――
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７．品種別　売上高・受注高・受注残高
品種別受注高 （単位　千円）

品種

前年中間期 当中間期

前年中間期
比増減率

前年度

（平成17.4.1～17.9.30） （平成18.4.1～18.9.30） （平成17.4.1～18.3.31）

金額 構成比％ 金額 構成比％ 金額 構成比％

鉄道・道路用資材 320,412 3.9 907,293 21.0 183.2 689,047 4.0

導管用資材 4,136,556 50.2 1,069,719 24.7 △74.1 8,489,537 49.4

タンク用資材 294,579 3.6 351,744 8.1 19.4 798,159 4.7

建築工事 3,165,788 38.5 1,768,377 41.0 △44.1 6,703,475 39.0

その他 309,569 3.8 226,517 5.2 △26.8 490,956 2.9

合計 8,226,904 100.0 4,323,650 100.0 △47.4 17,171,174 100.0

品種別売上高 （単位　千円）

品種

前年中間期 当中間期

前年中間期
比増減率

前年度

（平成17.4.1～17.9.30） （平成18.4.1～18.9.30） （平成17.4.1～18.3.31）

金額 構成比％ 金額 構成比％ 金額 構成比％

鉄道・道路用資材 4,372,476 45.3 578,350 13.2 △86.8 6,418,048 30.9

導管用資材 2,868,683 29.7 2,493,454 56.9 △13.1 7,560,429 36.3

タンク用資材 197,009 2.0 153,994 3.5 △21.8 791,359 3.8

建築工事 1,884,733 19.6 1,027,454 23.5 △45.5 5,268,476 25.3

その他 328,853 3.4 127,385 2.9 △61.3 774,192 3.7

合計 9,651,754 100.0 4,380,637 100.0 △54.6 20,812,504 100.0

品種別受注残高 （単位　千円）

品種

前年中間期末 当中間期末 前年度末

前年度末比
増減率

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

金額 構成比％ 金額 構成比％ 金額 構成比％

鉄道・道路用資材 2,313,788 14.4 965,794 7.0 636,851 4.6 51.7

導管用資材 8,637,967 53.9 6,875,466 50.0 8,299,201 60.1 △17.2

タンク用資材 99,170 0.6 206,150 1.5 8,400 0.0 2,354.2

建築工事 4,537,055 28.3 5,431,923 39.5 4,691,000 34.0 15.8

その他 439,548 2.8 274,727 2.0 175,595 1.3 56.5

合計 16,027,528 100.0 13,754,060 100.0 13,811,047 100.0 △0.4
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