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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 （百万円未満の端数切捨）

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 239,419 8.6 6,944 13.6 11,173 18.6

17年９月中間期 220,365 37.6 6,114 95.1 9,422 62.3

18年３月期 484,382 12,221 16,798

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 7,686 7.7 30 28

17年９月中間期 7,134 54.1 28 9

18年３月期 11,411 44 49

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 253,871,764株 17年９月中間期 254,011,390株 18年３月期 253,966,135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 （百万円未満の端数切捨）

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 334,586 157,891 47.2 621 99

17年９月中間期 333,086 146,607 44.0 577 27

18年３月期 333,545 155,635 46.7 613 01

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 253,848,506株 17年９月中間期 253,966,586株 18年３月期 253,887,352株

②期末自己株式数 18年９月中間期 5,204,423株 17年９月中間期 5,086,343株 18年３月期 5,165,577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 490,000 21,000 14,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　55円15銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 11.00 － 11.00

19年３月期（実績） － － － － －  

19年３月期（予想） － － － 13.50 － 13.50

 

 

（注）上記の予想は、当社が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ており、実際の業績は、競合状

況・為替の変動等環境の変化により異なる結果となることがあります。業績予想の前提につきましては、添付資料の

５～６頁を参照して下さい。
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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）
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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金預金   64,836   88,940   79,427  

受取手形 ※5  1,400   1,253   579  

完成工事未収入金   41,994   41,633   49,648  

有価証券   6,998   －   2,998  

未成工事支出金   64,378   44,220   44,274  

未収入金 ※４  10,777   10,184   10,886  

繰延税金資産   3,782   5,899   4,732  

その他   5,139   4,298   2,511  

貸倒引当金   △3,300   △3,326   △3,909  

流動資産合計   196,007 58.8  193,103 57.7  191,149 57.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

建物 ※２  29,611   28,156   28,768  

土地 ※２  22,509   22,493   22,507  

建設仮勘定   212   1,134   41  

その他 ※２  2,190   2,592   2,427  

有形固定資産合計   54,524   54,377   53,744  

２　無形固定資産           

ソフトウェア   2,829   2,251   2,503  

その他   41   40   40  

無形固定資産合計   2,871   2,291   2,544  

３　投資その他の資産           

投資有価証券   33,202   38,241   41,818  

関係会社株式   24,207   29,091   25,793  

長期貸付金   25,328   24,307   23,127  

繰延税金資産   3,075   60   971  

その他   1,454   1,132   1,534  

貸倒引当金   △7,585   △8,020   △7,139  

投資その他の資産
合計

  79,683   84,813   86,105  

固定資産合計   137,079 41.2  141,482 42.3  142,395 42.7

資産合計   333,086 100.0  334,586 100.0  333,545 100.0
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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）
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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

支払手形   15   253   0  

工事未払金   62,265   53,655   60,288  

短期借入金   4,107   17,509   20,973  

未成工事受入金   70,805   70,648   57,051  

未払金   5,723   5,098   5,512  

未払法人税等   1,320   102   3,476  

完成工事補償引当
金

  1,893   1,534   1,995  

工事損失引当金   1,454   2,595   3,130  

賞与引当金   2,035   2,188   3,531  

役員賞与引当金   －   71   －  

その他   2,443   3,042   2,049  

流動負債合計   152,065 45.7  156,700 46.8  158,011 47.4

Ⅱ　固定負債           

長期借入金   15,201   151   176  

退職給付引当金   11,289   11,928   11,799  

長期預り金 ※２  4,135   4,135   4,135  

再評価に係る繰延
税金負債

  3,787   3,780   3,787  

固定負債合計   34,413 10.3  19,994 6.0  19,898 5.9

負債合計   186,479 56.0  176,694 52.8  177,909 53.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   23,511 7.0  －   23,511 7.0

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金   25,578   －   25,578  

その他資本剰余金   3   －   4  

資本剰余金合計   25,581 7.7  －   25,582 7.7

Ⅲ　利益剰余金           

利益準備金   2,692   －   2,692  

任意積立金   83,521   －   83,521  

中間（当期）未処
分利益

  9,291   －   13,567  

利益剰余金合計   95,505 28.7  －   99,782 29.9

Ⅳ　土地再評価差額金   △6,582 △2.0  －   △6,582 △2.0

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  12,414 3.7  －   17,339 5.2

Ⅵ　自己株式   △3,822 △1.1  －   △3,997 △1.1

資本合計   146,607 44.0  －   155,635 46.7

負債資本合計   333,086 100.0  －   333,545 100.0
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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）
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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 23,511 7.0 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金   －  25,578  －

(2）その他資本剰余
金

  －  6  －

資本剰余金合計  － － 25,584 7.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金   －  2,692  －

(2）その他利益剰余
金

     

任意積立金   －  91,021  －

繰越利益剰余金   －  10,853  －

利益剰余金合計  － － 104,567 31.3 － －

４　自己株式  － － △4,076 △1.2 － －

株主資本合計  － － 149,587 44.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 15,075 4.5 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － △184 △0.0 － －

３　土地再評価差額金  － － △6,586 △2.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 8,304 2.5 － －

純資産合計  － － 157,891 47.2 － －

負債純資産合計  － － 334,586 100.0 － －
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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）

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

完成工事高   220,365 100.0  239,419 100.0  484,382 100.0

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価   210,284 95.4  228,027 95.2  463,667 95.7

売上総利益           

完成工事総利益   10,080 4.6  11,392 4.8  20,714 4.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,965 1.8  4,447 1.9  8,493 1.8

営業利益   6,114 2.8  6,944 2.9  12,221 2.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,246 1.9  5,456 2.3  7,292 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  939 0.4  1,228 0.5  2,715 0.5

経常利益   9,422 4.3  11,173 4.7  16,798 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３  457 0.2  16 0.0  619 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  33 0.0  953 0.4  766 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  9,846 4.5  10,236 4.3  16,651 3.4

法人税、住民税及
び事業税

 2,165   1,424   6,334   

法人税等調整額  546 2,711 1.3 1,125 2,549 1.1 △1,094 5,239 1.0

中間（当期）純利
益

  7,134 3.2  7,686 3.2  11,411 2.4

前期繰越利益   2,306   －   2,306  

土地再評価差額金
取崩額

  △150   －   △150  

中間（当期）未処
分利益

  9,291   －   13,567  
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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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高　　　

（百万円）
23,511 25,578 4 25,582 2,692 83,521 13,567 99,782 △3,997 144,878

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △2,792 △2,792  △2,792

役員賞与支払い       △112 △112  △112

別途積立金      7,500 △7,500 －  －

土地再評価差額金取崩額       4 4  4

中間純利益       7,686 7,686  7,686

自己株式の取得         △80 △80

自己株式の処分   1 1     1 3

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）
－ － 1 1 － 7,500 △2,714 4,785 △78 4,708

平成18年9月30日　残高

 （百万円）
23,511 25,578 6 25,584 2,692 91,021 10,853 104,567 △4,076 149,587

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
　評価差額金

繰延ヘッジ損益
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）
17,339 － △6,582 10,756 － 155,635

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △2,792

役員賞与支払い      △112

別途積立金      －

土地再評価差額金取崩額      4

中間純利益      7,686

自己株式の取得      △80

自己株式の処分      3

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△2,263 △184 △4 △2,452  △2,452

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,263 △184 △4 △2,452 － 2,255

平成18年9月30日　残高

 （百万円）
15,075 △184 △6,586 8,304 － 157,891
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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　重要な資産の評価基準お

よび評価方法

(1）たな卸資産

未成工事支出金

　個別法による原価法

(1）たな卸資産

未成工事支出金

同左

(1）たな卸資産

未成工事支出金

同左

(2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(2）有価証券

子会社株式および関連会社株式

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

　中間期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

　期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）

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

(3）デリバティブ取引により生じる

正味の債権（および債務）

時価法

(3）デリバティブ取引により生じる

正味の債権（および債務）

同左

(3）デリバティブ取引により生じる

正味の債権（および債務）

同左

２　重要な固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産

　事業用建物については定額法を、

それ以外は定率法によっている。

　なお、耐用年数および残存価額

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いる。

(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

　定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用

可能見込期間（５年）に基づく定

額法によっている。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法によっている。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３　重要な引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　完成工事未収入金等債権の貸倒

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検討し、

回収不能見込額を計上している。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）完成工事補償引当金

　完成工事高として計上した工事

に係るかし担保責任に備えるため

に過去の経験割合に基づく一定の

算定基準により計上している。

(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）工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、

当中間会計期間末の未引渡工事の

うち、損失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見積るこ

とができる工事について、当中間

会計期間末以降に発生が見込まれ

る損失を引当計上している。

(3）工事損失引当金

同左

(3）工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、

当事業年度末の未引渡工事のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積ることがで

きる工事について、翌事業年度以

降に発生が見込まれる損失を引当

計上している。
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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）賞与引当金

　従業員に支給すべき賞与の支払に

備えて、将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上してい

る。

(4）賞与引当金

同左

(4）賞与引当金

　従業員に支給すべき賞与の支払に

備えて、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上している。

(5）役員賞与引当金 

――――――

(5）役員賞与引当金

　役員に支給すべき賞与の支払に

備えて、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計上し

ている。

(会計方針の変更）

　当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年11月29日　

企業会計基準第４号）を適用して

いる。

　これにより従来の方法に比べ、

営業利益、経常利益および税引前

中間純利益が、71百万円減少して

いる。

(5）役員賞与引当金

 ――――――

(6）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

務およ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

している。

(6）退職給付引当金

同左

(6）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

務およ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

いる。

　また、数理計算上の差異は、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（15年）に

よる定率法によりその発生した翌

事業年度から費用処理している。

　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（15年）による定額法

により費用処理している。

　また、数理計算上の差異は、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（12年）に

よる定率法によりその発生した翌

事業年度から費用処理している。

　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（12年）による定額法

により費用処理している。

(追加情報）

　退職給付引当金に係る数理計算

上の差異については、従業員の平

均残存年数が14年を下回ったこと

に伴い、定率法により費用処理す

る年数を、前事業年度までの15年

から当中間会計期間より12年に変

更している。

　また、過去勤務債務についても、

定額法により費用処理する年数を

前事業年度までの15年から当中間

会計期間より12年に変更してい

る。

　これにより従来の方法に比べ営

業利益、経常利益および税引前中

間純利益が68百万円減少している。

　また、数理計算上の差異は、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（15年）に

よる定率法によりその発生した翌

事業年度から費用処理することと

している。

　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（15年）による定額法

により費用処理している。

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

会計処理によっている。

同左 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）

５　重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債権債務および外貨

建予定取引に係るヘッジ会計は、

振当処理の要件を満たすものは振

当処理により、それ以外のものは

繰延ヘッジ処理によっている。

　また、金利スワップ取引につい

ては金融商品に係る会計基準に定

める特例処理によっている。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段およびヘッジ対象

　外貨建金銭債権債務および外貨

建予定取引の為替変動リスクを

ヘッジするため為替予約取引、通

貨スワップ取引および通貨オプ

ション取引を利用している。

　また、借入金等の金利変動リス

クをヘッジするため金利スワップ

取引を利用している。

(2）ヘッジ手段およびヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段およびヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に係る社内運

用規定を設け、その運用基準、取

引権限、取引限度額に従って取引

の実行および管理を行っており、

ヘッジ会計を適用する際のヘッジ

対象の識別は、取引の都度、行っ

ている。

(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

　ヘッジ有効性評価は、原則とし

て年２回、ヘッジ対象とヘッジ手

段双方の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計額を基礎

に行っている。

　ただし、ヘッジ手段とヘッジ対

象の資産・負債または予定取引に

関する重要な条件が同一である場

合には、ヘッジ有効性評価を省略

している。

(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

作成のための基本となる

重要な事項

(1）完成工事高計上基準

　完成工事高の計上は、工事につ

いては工事完成基準により収益を

計上しているが、長期大型工事

（工事期間が24ヵ月を超え、かつ、

契約時受注金額が50億円を超える

長期大型工事（ただし、工事期間

が36ヵ月を超え、かつ、契約時受

注金額が30億円を超える工事を含

む。））については、工事進行基

準により収益を計上している。

(1）完成工事高計上基準

同左

(1）完成工事高計上基準

同左

　なお、工事進行基準による完成

工事高は、161,082百万円である。

　なお、工事進行基準による完成

工事高は、216,128百万円である。

　なお、工事進行基準による完成

工事高は、375,408百万円である。

(2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっている。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

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）

　当中間会計期間から「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））および「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会

計基準適用指針第６号）を適用してい

る。

　これにより税引前中間純利益が12百

万円減少している。

　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

当該資産の金額から直接控除している。

 ――――――

 

 

　

  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度から「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））お

よび「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成

15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用している。

　これにより税引前当期純利益が12百

万円減少している。

 　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当該

資産の金額から直接控除している。

  ――――――

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

　する会計基準等）　　　　　　 

　当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）および

「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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ている。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は158,076百万円である。

　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

している。

  ――――――
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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

22,499百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

23,922百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

22,863百万円

※２　担保資産

　下記の資産は長期預り金（4,110百万

円）の担保に供している。

※２　担保資産

　下記の資産は長期預り金（4,110百万

円）の担保に供している。

※２　担保資産

　下記の資産は長期預り金（4,110百万

円）の担保に供している。

建物 2,991百万円

土地 4,279

その他有形固定資産 71

計 7,342百万円

建物 2,853百万円

土地 4,279

その他有形固定資産 62

計 7,195百万円

建物 2,921百万円

土地 4,279

その他有形固定資産 66

計 7,267百万円

３　偶発債務

(1）他社の金融機関からの借入金等に対

して以下のとおり保証を行っている。

３　偶発債務

(1）他社の金融機関からの借入金等に対

して以下のとおり保証を行っている。

３　偶発債務

(1）他社の金融機関からの借入金等に対

して以下のとおり保証を行っている。

会社名 金額（百万円）

Asia Gulf Power 
Holding Company 
Limited

4,401
（31,632千US$）
（26,589千AED）

㈱ジーティーエフ研
究所

2,040

JGC 
PHILIPPINES,INC.

1,471
（13,000千US$）

Saudi Arabian Oil 
Company/
Sumitomo Chemical 
Co.,Ltd

860
（7,601千US$）

M.W.Kellogg Ltd.
335

（1,687千￡.Stg）

その他７社
（このうち外貨建保
証額）

1,193
（6,555千US$）
（2,183千EUR）
（28,490千DA）

計 10,302

会社名 金額（百万円）

Rabigh Arabian
Water and 
Electricity 
Company

10,038
（85,141千US$）

Asia Gulf Power
Holding Company
Limited

4,584
（31,632千US$）
（26,589千AED）

JGC
PHILIPPINES,INC.

1,532
（13,000千US$）

Petro 21 
IntertradeCo.,
Ltd.

1,070
（9,077千US$）

TIJD J/V
781

（6,626千US$）

その他5社
（このうち外貨建保
証額）

1,167
（9,705千US$）
（14,245千DA）

計 19,173

会社名 金額（百万円）

Rabigh Arabian
Water and 
Electricity 
Company

10,001
（85,141千US$）

Asia Gulf Power
Holding Company
Limited

4,567
（26,589千AED) 
(31,632千US$）

㈱ジーティーエフ研
究所

1,985

JGC 
PHILIPPINES,INC.

1,527
（13,000千US$）

Petro 21 
Intertrade Co.,
Ltd.

1,064
（9,065千US$）   

Asia Gulf Power
Service Company
Limited

308
（2,625千US$）

その他4社
（このうち外貨建保
証額）

1,028
（8,556千US$）
（14,245千DA）

計 20,482

　なお、上記保証債務には、複数の保

証人がいる連帯保証が含まれているが、

それら連帯保証人の支払能力が十分で

あることおよび自己の負担割合が明記

されていることから、自己の保証額を

記載している。

　なお、上記保証債務には、複数の保

証人がいる連帯保証が含まれているが、

それら連帯保証人の支払能力が十分で

あることおよび自己の負担割合が明記

されていることから、自己の保証額を

記載している。

　なお、上記保証債務には、複数の保

証人がいる連帯保証が含まれているが、

それら連帯保証人の支払能力が十分で

あることおよび自己の負担割合が明記

されていることから、自己の保証額を

記載している。

（US$：米ドル DA ：アルジェリアディナール ￡.Stg：イギリスポンド

EUR：ユーロ AED：UAEディルハム）  

(2）従業員の住宅資金などの金融機関から

の借入債務に対して保証を行っている。

(2）従業員の住宅資金などの金融機関から

の借入債務に対して保証を行っている。

(2）従業員の住宅資金などの金融機関から

の借入債務に対して保証を行っている。

34百万円 27百万円 30百万円

※４　消費税等の取扱

　仮払消費税等および預り消費税等は相

殺のうえ、流動資産の「未収入金」に含

めて表示している。

※４　　　　　　　　同左 ※４　　　　―――――――　　

※５　　　　―――――――　　 ※５　中間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

理している。

 なお、当中間会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の中間会計期間末

日満期手形が、中間会計期間末残高に含

まれている。

        受取手形　　338百万円

※５　　　　―――――――　　
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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　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの ※１　営業外収益の主なもの

受取利息 624百万円

受取配当金 1,866

為替差益 1,101

固定資産賃貸収入 438

受取利息 1,675百万円

受取配当金 2,869

為替差益 370

固定資産賃貸収入 409

受取利息 2,164百万円

受取配当金 3,485

為替差益

固定資産賃貸収入

478

853

※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの ※２　営業外費用の主なもの

支払利息 148百万円

固定資産賃貸原価 227

貸倒引当金繰入額 291

財務調査費用 98

支払利息 118百万円

貸倒引当金繰入額 891

固定資産賃貸原価 178

支払利息 284百万円

固定資産賃貸原価 394

貸倒引当金繰入額 1,708

※３　特別利益の主なもの ※３　特別利益の主なもの ※３　特別利益の主なもの

貸倒引当金取崩益 125百万円

厚生年金基金代行部

分返上益
171

投資有価証券売却益 160

貸倒引当金取崩益 16百万円

  

  

投資有価証券売却益 161百万円

貸倒引当金取崩益 286

厚生年金基金代行部

分返上益

171      

※４　特別損失の主なもの ※４　特別損失の主なもの ※４　特別損失の主なもの

固定資産除却損 7百万円

減損損失 12

投資有価証券評価損 9

固定資産除却損 11百万円

投資有価証券評価損 22

関係会社撤退損 920

固定資産除却損 37百万円

投資有価証券評価損 29

関係会社株式評価損 679

減損損失 12

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 1,109百万円

無形固定資産 444

有形固定資産 1,143百万円

無形固定資産 442

有形固定資産 2,287百万円

無形固定資産 885

６　当社は、事業用資産について、事業の

種類別セグメントを基礎に資産をグルー

ピングしており、遊休資産については、

個々の資産単位で区分している。

　当中間会計期間において、遊休資産の

うち市場価格の下落等により回収可能価

額が帳簿価額を下回るものについて、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（12百万円）として特別

損失に計上している。なお、回収可能価

額については正味売却価額を使用し、固

定資産税評価額を基に算出している。

　当中間会計期間に計上した減損損失の

内訳は以下のとおりである。

６　　　　―――――― ６　当社は、事業用資産について、事業の

種類別セグメントを基礎に資産をグルー

ピングしており、遊休資産については、

個々の資産単位で区分している。

　当事業年度において、遊休資産のうち

市場価格の下落等により回収可能価額が

帳簿価額を下回るものについて、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（12百万円）として特別損失

に計上している。なお、回収可能価額に

ついては正味売却価額を使用し、固定資

産税評価額を基に算出している。

　当事業年度に計上した減損損失の内訳

は以下のとおりである。

用途 種類 場所 減損損失金額

遊休資産 土地 山梨県 12百万円

用途 種類 場所 減損損失金額

遊休資産 土地 山梨県 12百万円
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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

（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　（注） 5,165 40 1 5,204

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加40千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

      普通株式の自己株式の株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増請求による減少である。

 

 

（リース取引関係）

 　　　　EDINETによる開示を行うため記載を省略している。

 

（有価証券）

前中間会計期間（平成17年９月30日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはない。

当中間会計期間（平成18年９月30日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはない。

前事業年度（平成18年３月31日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはない。
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  売上高、受注高および受注残高

区分
前事業年度末
 受注残高
（百万円）

当中間会計期間　
受注高 

（百万円）

当中間会計期間　
売上高 

（百万円）

当中間会計期間末
受注残高 
 （百万円）

国内

石油・ガス・資源開発関係 15 57 4 69

石油精製関係 119,515 4,254 8,994 114,775

ＬＮＧ関係 167 555 － 722

化学関係 38,482 18,032 4,345 52,169

発電・原子力・新エネルギー関係 9,753 2,986 1,103 11,636

生活関連・一般産業設備関係 20,924 13,623 7,687 26,859

環境・社会施設・情報技術関係 5,604 2,783 1,230 7,157

その他 45 170 103 112

計 194,508 42,463 23,469 213,502

海外

石油・ガス・資源開発関係 204,785 7,306 71,920 140,172

石油精製関係 121,045 1,295 33,822 88,518

ＬＮＧ関係 184,033 3,782 32,473 155,341

化学関係 243,117 15,650 62,643 196,125

発電・原子力・新エネルギー関係 40,547 21,467 12,091 49,923

生活関連・一般産業設備関係 36 18,486 41 18,481

環境・社会施設・情報技術関係 2,630 114 2,698 45

その他 95 292 259 127

計 796,291 68,395 215,950 648,736

合計 990,800 110,858 239,419 862,239

　（注）１．各項目の金額は、消費税等を除いて記載している。

２．「前事業年度末受注残高」は当中間会計期間の為替換算修正および契約金額の修正、変更をそれぞれ次のと

おり含んでいる。

３．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

区分
為替換算修正
（百万円）

契約金額の修正・変更
（百万円）

計（百万円）

石油・ガス・資源開発関係 2,914 △6,306 △3,392

石油精製関係 △648 △102 △750

ＬＮＧ関係 2,115 △916 1,198

化学関係 3,931 △204 3,727

発電・原子力・新エネルギー関係 322 － 322

生活関連・一般産業設備関係 － △695 △695

環境・社会施設・情報技術関係 － △4,630 △4,630

その他 － － －

計 8,635 △12,855 △4,220
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