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平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）  
平成18年11月15日 

上場会社名 株式会社ＮＩＴＴＯＨ  上場取引所 名２ 

コード番号 １７３８  本社所在都道府県 愛知県 

（ＵＲＬ http://www.nittoh-info.co.jp./）    

代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 中野 英樹  

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長   氏名 伊藤 寿朗   ＴＥＬ（052）915－3210 

決算取締役会開催日   平成18年11月15日    

米国会計基準採用の有無   無    
 

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 

 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 2,498 △2.6 195 △11.5 195 △13.6 

17年９月中間期 2,566 10.8 221 30.9 226 31.3 

18年３月期   4,713 7.0 273 48.6 279 46.0 

 

 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 78 △26.4 38 76 ─ ─ 

17年９月中間期 106 45.8 52 65 ─ ─ 

18年３月期   135 79.0 64 05 ─ ─ 
 
(注)①持分法投資損益    18年９月中間期  ─百万円 17年９月中間期  ─百万円 18年３月期  ─百万円 
  ②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 2,029,000株 17年９月中間期 2,029,000株 18年３月期 2,029,000株 
  ③会計処理の方法の変更  有 
  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 3,059 1,518 49.6 748 47 

17年９月中間期 3,200 1,432 44.7 705 78 

18年３月期   2,880 1,466 50.9 720 34 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 2,029,000株 17年９月中間期 2,029,000株 18年３月期 2,029,000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 △67 △91 107 600 

17年９月中間期 208 △148 71 766 

18年３月期   377 △165 △194 651 

 
(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 １社   持分法適用非連結子会社数 ─社   持分法適用関連会社数 ─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 4,888 281 109 
 
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  53円72銭 
 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページをご参照して下さい。 
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１ 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社(株式会社ＮＩＴＴＯＨ)及び子会社１社(株式会社ビルワーク)で構成され

ており、建設工事事業、住宅等サービス事業、ビルメンテナンス事業を行っております。 

なお、事業内容と当社及び子会社の各事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 

事  業 取扱品目 主要品目 

ユーティリティー 

ガス関連各種住宅設備工事 

(主に温水床暖房工事) 

その他一般住宅設備工事 

(空調及び各種冷暖房工事) 

給排水(上下水道配管)工事 

リフォーム 各種建築及びリフォーム工事 

建設工事事業 

防水 
ＦＲＰ防水、シート防水、 

改修防水及びその他各種防水工事 

住宅等サービス事業 

㈱ＮＩＴＴＯＨ 

エコテック 

シロアリ予防、駆除、再予防作業、 

防湿及び防湿剤作業 

害虫獣駆除（ペストコントロール）作業 

住宅、オフィス、店舗のクリーニング作業

ビルメンテナンス事業 ㈱ビルワーク ビルメンテナンス ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

個人消費者(住宅・ビル・アパートオーナーなど) 

 
 

得意先(住宅メーカー、工務店、ビルメンテナンス会社、ＪＡ組織など) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(建設工事事業) 

(住宅等サービス事業) 

 

当社(㈱ＮＩＴＴＯＨ) 

・ユーティリティー、リフォーム、防水

の工事請負 

・エコテックサービスの受託、提供 

(ビルメンテナンス事業) 

 

㈱ビルワーク 

・ビルクリーニング作業の 

 受託、管理、手配など 

・ビルクリーニングスタッフの 

 管理、派遣など 



ファイル名：中間決算短信（連結）1809 更新日時：11/14/2006 2:54:00 PM 印刷日時： 終印刷日時：11/14/2006 2:56:00 PM 

― 3 ― 

２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは創業時より一貫して、お客様第一主義を誠実に実践し、堅実経営をモットーとし

てまいりました。また、「毎年の成長を誇りとする。」という社是は、単に業績のみではなく、お

客様へのサービスの向上、技術レベルの向上、さらには社員一人ひとりの人間的成長なども包括し

ております。現状に満足することなく、常に新しいものを求めて変革を続ける所存であります。 

「人にやさしい－地球にうれしい」というキャッチフレーズが示すとおり、21世紀においては、

地球環境に対する配慮が、企業・人間の後生に対する責任と認識し、環境の保護・改善に貢献でき

る企業活動を念頭に、さらなる成長を続けたいと考えております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益配分を経営上の重要課題として認識しております。配当につきまして

は、継続的に安定した利益還元を実施することを基本とし、併せて、配当性向、企業体質の強化と

今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案し、決定する方針を採っております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

当社は、株式市場において、当社株式の流動性を促進し、個人投資家層の拡大を図ることが重要

な経営課題のひとつであると認識しております。今後、投資単位の引下げにつきましては、長期安

定的な株式保有の促進、株式市場の動向、当社の業績推移及び株価推移などを勘案し、検討してま

いります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループは、事業の安定的確保及び収益力向上の観点から売上高前期対比10％以上の増加、

利益向上の観点から売上高経常利益率５％以上の確保、株主重視の観点から株主資本利益率(ＲＯ

Ｅ)８％以上を当面の経営指標とし、その実現に向けて毎期の事業計画を策定しております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成18年３月期を初年度とする３か年の「中期経営計画」を推進中であり、今

後とも平成20年３月期業績目標の早期達成に向けて、同計画に掲げた諸施策を強力に推進してまい

ります。 

平成18年３月期を初年度とする３か年の「中期経営計画」の骨子及び業績目標は以下のとおりで

あります。 

 

① 「中期経営計画」の骨子 

 各事業が独立して強みを有し、各業界で地位を確立する。全事業がバランスよく収益をあげる。 

 顧客満足を経営の基盤とする。 

 「ＮＩＴＴＯＨ」のブランド化を促進する。 

 経営品質の向上 
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② 業績目標 

中期計画の業績目標は以下のとおりです。 

第35期(平成20年３月期) 

 連結売上高目標    55億円 

 連結経常利益目標   ３億円 

 対売上高経常利益率  ５％以上 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

厳しい経営環境のなかで、「経営の基本方針」及び「中長期的な経営戦略」を具現化するための

当面の課題は、以下のとおりであります。 

 

① 建設工事事業の課題 

建設工事事業に関しましては、工事能力の増強と付加価値の向上を図るべく、社員工事要員の

増員や多品目の工事技術の修得に努め、コスト削減、サービス向上に努めてまいります。また、

部門間の連携を強化し、新規取引先の開拓に努め、関東、東海、北陸、関西の各地域において事

業拡充を目指します。規模の拡大と業務の効率化に努め、収益力の向上を図ります。 

 

② 住宅等サービス事業の課題 

住宅等サービス事業に関しましては、主力としているしろあり防除作業及び床下防湿対策が、

薬剤の進歩や建築技術の進歩により、需要が減少しており、一層のシェア拡大とともに、時代の

変化にあったサービス提供に努めております。また、保有する技術やノウハウを活かした周辺事

業への参入を積極的に推進してまいります。シロアリ防除作業及び床下防湿対策以外の売上比率

を高め、季節変動を減少させるよう努めてまいります。 

 

③ ビルメンテナンス事業の課題 

ビルメンテナンス事業に関しましては、ビル管理に関する値下げ圧力は依然として強く、より

一層のコスト削減努力を実施してまいります。また、建設が続くマンション物件の対応や、郊外

型ショッピングモールへの対応、さらに増加するＰＦＩ物件への対応などで売上の増加を図ると

ともに、保有技術を活かした周辺分野への取り組みも積極的に対応してまいります。名古屋地区

での営業に尽力し、早期に東海地区においても収益基盤が築けるよう努力してまいります。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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３ 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当中間連結会計期間の概況 

 
 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 対売上高比率 増減率 

売 上 高 2,566百万円 2,498百万円 ― △2.6％

営 業 利 益 221百万円 195百万円 7.8％ △11.5％

経 常 利 益 226百万円 195百万円 7.8％ △13.6％

中 間 純 利 益 106百万円 78百万円 3.1％ △26.4％

１株当たり中間純利益 52円65銭 38円76銭 ― ―

 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済状況は、企業収益の改善や設備投資の増加、雇用環

境の改善基調などにより、国内経済が景気回復傾向を見せながら推移いたしました。しかし、依

然として原油価格の動向については、その影響が懸念されており、厳しい状況も残っております。 

当社の中心となっている住宅建築業界においては、個人消費は継続的に緩やかな上昇傾向が見

られ、新築住宅着工件数は、昨年より増加傾向にあるものの、競業会社の競争激化やそれに伴う

低価格化傾向などにより、厳しい状況となっております。 

このような経済状況のもとで、当社グループは、まず、収益確保の強化策の一環として、本社

機能の効率化、集客力向上を目的に春日井事業所を建設し、開設いたしました。また、三重地区

での新規取引先の確保、業務効率向上を目的に三重営業所を四日市市に移転、さらに、滋賀及び

京都地区での事業エリア拡大、新規取引先の確保を目的に滋賀営業所を移転し、京滋営業所に名

称変更するなど、継続して新規顧客の確保及び既存顧客へのより一層のサービス向上と地域への

密着度を高める施策を実施してまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は24億９千８百万円(前年同期比2.6％減)、連結経

常利益は１億９千５百万円(前年同期比13.6％減)、連結中間純利益は７千８百万円(前年同期比

26.4％減)となりました。 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

 

② セグメント別売上高 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率 

建 設 工 事 事 業 1,342百万円 1,289百万円 △4.0％

住 宅 等 サ ー ビ ス 事 業 759百万円 716百万円 △5.6％

ビルメンテナンス事業 464百万円 492百万円 6.1％

合 計 2,566百万円 2,498百万円 △2.6％
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③ セグメント別営業損益 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率 

建 設 工 事 事 業 41百万円 45百万円 7.8％

住 宅 等 サ ー ビ ス 事 業 225百万円 197百万円 △12.2％

ビルメンテナンス事業 29百万円 55百万円 85.7％

消 去 又 は 全 社 △75百万円 △102百万円 ─

合 計 221百万円 195百万円 △11.5％

 

ａ 建設工事事業 

（ユーティリティー） 

ユーティリティー事業は、床暖房システム、冷暖房システムを中心としております。床暖房

システムにおいては、住宅リフォーム需要に伴う既設住宅への床暖房リフォームはわずかなが

ら増加しておりますが、新築住宅への新規組込件数は、大幅に減少いたしました。 

この結果、売上高は218百万円（前年同期比23.4％減）となりました。 

 

（リフォーム） 

リフォーム事業は、住宅の新築を含めた各種住宅リフォームを中心としております。 

リフォーム需要は、依然として増加傾向にあり、堅調に受注件数を確保いたしましたが、当

上半期においては、大型物件の受注件数が減少したため、業績は伸長いたしませんでした。 

この結果、売上高は499百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

 

（防水） 

防水事業は、FRP防水、シート防水等の各種防水工事を中心としており、新技術の修得、工期

の短縮、コスト削減による事業効率の向上に努めております。当社の受注基盤である注文戸建

住宅の着工件数は低調に推移し、競業会社の競争激化に伴う請負単価の低価格化など、依然と

して厳しい状況が続いております。しかし、中規模マンションや戸建住宅以外の建築物などへ

の新規取引先開拓を継続しており、改修防水の受注件数が堅調に増加いたしました。この結果、

売上高は571百万円（前年同期比4.3％増）となりました。 

 

以上の結果、建設工事事業の売上高は1,289百万円(前年同期比4.0％減)、営業利益45百万円(前

年同期比7.8％増)となりました。 
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ｂ 住宅等サービス事業 

（エコテック） 

エコテック事業は、住宅の保護という観点から、特に床下環境の改善及びシロアリ対策を中

心としております。従来の販売ルートによる受注を維持しながら、継続して新規顧客の獲得に

努めております。販売ルートに頼らない新規顧客の開拓、営業エリアの拡大などに注力してお

りますが、依然として、シロアリ対策の依頼件数が減少傾向にあること、また、春先の天候の

影響により、受注件数は減少いたしました。また、防湿商品の需要はさらに減少傾向にあり、

シロアリ対策商品とのセット販売を推進しましたが、業績は伸長いたしませんでした。 

 

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は716百万円(前年同期比5.6％減)、営業利益197百万

円(前年同期比12.2％減)となりました。 

 

ｃ ビルメンテナンス事業 

（ビルメンテナンス） 

ビルメンテナンス事業は、首都圏のビルの窓及び外壁のクリーニングを中心としております。

ビルクリーニングは、首都圏において、引き続き都市整備に伴うビルプロジェクトや高層マン

ションの建設が進行しており、既存顧客の維持と新規顧客の開拓に注力しました。また継続し

て実施している社員教育の徹底により品質の高いサービスを提供し、他社との差別化を図るこ

とで、安定的な収益を確保いたしました。 

 

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は492百万円(前年同期比6.1％増)、営業利益55百

万円(前年同期比85.7％増)となりました。 
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(2) 財政状態 

キャッシュ・フローの状況 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減率 

営業活動によるキャッシュ・フロー 208百万円 △67百万円 ─

投資活動によるキャッシュ・フロー △148百万円 △91百万円 ─

財務活動によるキャッシュ・フロー 71百万円 107百万円 51.1％

現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 131百万円 △50百万円 ─

現金及び現金同等物期末残高 766百万円 600百万円 △21.6％

 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、50百万円減少(前連

結会計年度末は131百万円増加)し、当中間連結会計期間末には600百万円(前連結中間期比21.6％減)

となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであり

ます。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、67百万円(前中間連結会計期間は

208百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前純利益163百万円に加えて、仕入債務

の増加109百万円、本社別館の建物解体に伴う有形固定資産除却損38百万円があったものの、売上

債権220百万円の増加による資金の減少、法人税等の支払額156百万円があったことによるもので

あります。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、91百万円(前中間連結会計期間は

148百万円減少)となりました。これは、主に春日井事業所新社屋の建設に伴う有形固定資産の取

得による支出111百万円、定期預金の預入による支出24百万円があったものの、定期預金の払戻に

よる収入24百万円、保険解約による収入21百万円があったことによるものであります。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、107百万円(前中間連結中間期比

51.1％増)となりました。これは、短期借入による収入170百万円の資金の増加があったものの、

長期借入金の返済46百万円、配当金の支払額16百万円があったことによるものであります。 
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なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標は下記のとおりです。 

 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

自己資本比率(％) 44.7 49.6 

時価ベースの自己資本比率(％) 31.9 41.5 

債務償還年数(年) 1.4 ─ 

インスタント・カバレッジ・レシオ(倍) 97.5 ─ 

(注) １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の算式により算出されております。 

  自己資本比率：自己資本／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 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 

３ 当中間連結会計期間において、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、連結キャッシ

ュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっているため算出しておりませ

ん。 

 

(3) 通期の見通し 

 

 平成19年３月期 

連 結 売 上 高 4,888百万円

連 結 経 常 利 益 281百万円

連 結 当 期 純 利 益 109百万円

 

今後のわが国の景気動向は、企業収益の改善や雇用環境、所得環境の改善基調が継続し、国内経

済が景気回復しながら推移するものと考えます。また、原油価格の動向への懸念は依然として残り、

厳しい状況も残るものと考えます。 

当社グループは、そのような状況下で、大手住宅メーカーなど既存取引先からの受注回復を図る

とともに、新規取引先の開拓を継続して実施し、関東、東海、北陸、関西の各地域の営業拠点間の

連携強化、事業拡充を継続して推進いたします。さらにシロアリ防除作業及び床下防湿対策が、薬

剤の進歩や建築技術の進歩により需要が減少しておりますので、害虫獣駆除（ペストコントロー

ル）の強化やハウスクリーニングの収益基盤の早期確立を積極的に推進してまいります。また、競

争は厳しいものの、リフォームの市場規模は大きく、戸建住宅、商業建築、マンション改修など、

継続して受注活動を強化いたします。ビルメンテナンス事業では、建設が続くマンション物件への

対応や、郊外型ショッピングモールへの対応、ビル建設が増加している中部地区での新規顧客の確

保に努めます。各事業において規模拡大と業務効率の向上に努め、売上高の増大とともにコストダ

ウンを推進し、収益確保に努める所存であります。 

したがいまして、通期の見通しにつきましては、上半期の業績を踏まえて期初の予想を変更（平

成18年11月７日開示済み）し、連結売上高4,888百万円、連結経常利益281百万円、連結当期純利益

109百万円を見込んでおります。 
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(4) 事業等のリスク 

① 業績の季節的変動について 

当社グループの主たる事業である住宅等サービス事業(シロアリ予防、駆除等)は、シロアリの

活動が春から夏にかけて活発化するため、売上が上半期に偏る傾向にあります。また、シロアリ

の活動は、気温や湿度等の気象条件に左右されるため、これらの影響を受ける傾向があります。

販売費及び一般管理費については、年間を通じてほぼ均一に発生することから、営業利益につい

ては、より一層上半期に偏ることとなります。 

なお、当中間連結期間における住宅等サービス事業の概況は、下記のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 区分 

前下半期(千円) 当上半期(千円) 

売上高 431,327 716,994 

 売上高構成比(％) 37.6 62.4 

営業利益 36,277 197,692 

 営業利益構成比(％) 15.5 84.5 

 

② 外注に依存していることについて 

ａ 建設工事事業 

当社グループの建設工事事業において施工される工事は、多種多様であり、使用される工具、

機材類も様々であります。当社グループは、これらの工事を効率的、経済的に遂行するために

それぞれ専門の技能をもった外注の専門職を活用しております。また、施工要員のやる気を高

め、責任を明確にするため、当社で、教育、育成したのち独立させるシステムを採用しており、

こうした専門職の管理システムのノウハウを構築しております。したがって、建設工事事業に

おける外注依存度は、当中間期総工事原価に対して76.0％であります。 

 

ｂ 住宅等サービス事業 

当社グループの住宅等サービス事業は、受注量が上半期に集中しており、また、施工場所も

広域にわたっております。したがって、受注した工事を経済的かつ合理的に遂行するために外

注に依存しております。依存度は、当中間期総住宅等サービス原価に対して57.1％であります。 

 

③ 愛知県経済農業協同組合連合会への依存度について 

当社グループの建設工事事業及び住宅等サービス事業は、受注活動を効率的、経済的に遂行す

るために、従来より愛知県経済農業協同組合連合会を通じた販売活動を実施しております。当中

間連結期間における依存度は、建設工事事業における売上高に対して13.4％、住宅等サービス事

業における売上高に対して43.2％、当社グループ全体の売上高に対して19.3％であります。 
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④ 法的規制等について 

当社グループの建設工事事業であるユーティリティー、リフォーム、防水の各事業では、工事

の請負に、建設業法における許可が必要とされるほか、工事自体も建築基準法などの規制を受け

ております。また、建築物の設計、工事監理に関しては、建築士法における許可が必要となりま

す。 

 

⑤ 上場株式の時価総額基準について 

当社が上場しております株式会社名古屋証券取引所において、上場廃止基準が強化され、平成

15年４月以降、新たに時価総額基準の新設等が行われております。月間平均上場時価総額及び月

末上場時価総額がいずれか一方でも５億円に満たない場合において、９か月(事業改善計画書を３

か月以内に取引所に提出しない場合は３か月)以内に５億円以上にならない場合は上場廃止となり

ます。 

なお、当社の平成18年９月30日現在の株価は626円であり、時価総額は12億７千万円であります。 
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４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   795,751 630,332  681,315

２ 受取手形及び売掛金 ※３  776,328 820,532  600,232

３ たな卸資産   132,825 108,756  122,911

４ その他   149,609 141,301  132,688

  貸倒引当金   △5,989 △9,037  △5,770

流動資産合計   1,848,525 57.8 1,691,885 55.3  1,531,377 53.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 261,963 331,956 255,579 

(2) 土地 ※２ 642,309 642,309 642,309 

(3) 建設仮勘定  ─ ─ 9,300 

(4) その他  9,079 913,352 28.5 15,270 989,536 32.3 8,994 916,184 31.8

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  121,820 ─ 97,456 

(2) のれん  ─ 73,092 ─ 

(3) その他  11,029 132,849 4.1 12,011 85,103 2.8 12,385 109,841 3.8

３ 投資その他の資産  321,084 305,106 338,053 

貸倒引当金  △15,258 305,826 9.6 △12,614 292,491 9.6 △15,083 322,969 11.2

固定資産合計   1,352,028 42.2 1,367,131 44.7  1,348,995 46.8

資産合計   3,200,554 100.0 3,059,016 100.0  2,880,372 100.0
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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) 

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
(％)

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 ※３  484,869 478,167  369,039

２ 短期借入金 ※２  300,000 250,000  80,000

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  91,500 84,000  88,375

４ 未払法人税等   138,035 58,224  149,982

５ 賞与引当金   89,800 89,240  78,100

６ 役員賞与引当金   ─ 2,940  ─

７ 工事等補償引当金   17,000 14,300  17,600

８ その他   138,667 154,460  151,139

流動負債合計   1,259,872 39.4 1,131,333 37.0  934,236 32.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  184,625 100,000  142,000

２ 退職給付引当金   166,325 181,152  172,198

３ 役員退職慰労引当金   62,758 18,104  64,305

４ その他   94,938 109,785  100,970

固定負債合計   508,647 15.9 409,043 13.4  479,475 16.7

負債合計   1,768,519 55.3 1,540,376 50.4  1,413,711 49.1
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   186,072 5.8 ─ ─  186,072 6.5

Ⅱ 資本剰余金   145,813 4.6 ─ ─  145,813 5.1

Ⅲ 利益剰余金   1,073,854 33.5 ─ ─  1,102,091 38.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  26,646 0.8 ─ ─  33,036 1.1

Ⅴ 自己株式   △351 △0.0 ─ ─  △351 △0.0

資本合計   1,432,034 44.7 ─ ─  1,466,661 50.9

負債資本合計   3,200,554 100.0 ─ ─  2,880,372 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ─ ─ 186,072 6.1  ─ ─

２ 資本剰余金   ─ ─ 145,813 4.7  ─ ─

３ 利益剰余金   ─ ─ 1,159,410 37.9  ─ ─

４ 自己株式   ─ ─ △351 △0.0  ─ ─

株主資本合計   ─ ─ 1,490,943 48.7  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価 
差額金 

  ─ ─ 27,697 0.9  ─ ─

評価・換算差額等 
合計 

  ─ ─ 27,697 0.9  ─ ─

純資産合計   ─ ─ 1,518,640 49.6  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 3,059,016 100.0  ─ ─
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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) 

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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※４  2,566,507 100.0 2,498,740 100.0  4,713,871 100.0

Ⅱ 売上原価   1,642,884 64.0 1,593,005 63.8  3,095,709 65.7

売上総利益   923,622 36.0 905,735 36.2  1,618,161 34.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  702,521 27.4 710,054 28.4  1,345,087 28.5

営業利益   221,101 8.6 195,680 7.8  273,073 5.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  23 89 38 

２ 受取配当金  441 486 772 

３ 受取手数料  2,811 999 4,758 

４ 原材料等売却益  ─ ─ 2,113 

５ 受取販売奨励金  1,293 1,192 2,085 

６ その他  2,924 7,494 0.3 399 3,166 0.1 1,717 11,486 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  2,179 1,877 4,267 

２ その他  204 2,384 0.1 1,619 3,497 0.1 396 4,664 0.1

経常利益   226,211 8.8 195,350 7.8  279,895 5.9

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  ─ ─ 290 

２ 保険解約益  10,119 10,119 0.4 6,272 6,272 0.2 10,119 10,409 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ 350 ─ 387 

２ 固定資産除却損 ※３ 234 584 0.0 38,251 38,251 1.5 499 886 0.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  235,746 9.2 163,371 6.5  289,418 6.1

法人税、住民税及び 
事業税 

 145,229 66,978 168,674 

法人税等調整額  △16,299 128,930 5.0 17,742 84,720 3.4 △14,309 154,365 3.2

中間(当期)純利益   106,816 4.2 78,650 3.1  135,053 2.9
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
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  145,813  145,813

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  145,813  145,813

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  983,500  983,500

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間(当期)純利益  106,816 106,816 135,053 135,053

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  13,188 13,188 

 ２ 役員賞与  3,275 16,463 3,275 16,463

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  1,073,854  1,102,091
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④ 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 
項目 

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) 186,072 145,813 1,102,091 △351 1,433,624

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) ─ ─ △16,232 ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ ─ △5,100 ─ △5,100

 中間純利益 ─ ─ 78,650 ─ 78,650

 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) 
─ ─ 57,318 ─ 57,318

平成18年９月30日残高(千円) 186,072 145,813 1,159,410 △351 1,490,943

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 33,036 33,036 1,466,661

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) ─ ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ ─ △5,100

 中間純利益 ─ ─ 78,650

 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) 
△5,339 △5,339 △5,339

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△5,339 △5,339 51,979

平成18年９月30日残高(千円) 27,697 27,697 1,518,640

 
(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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⑤ 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 

  

１ 税金等調整前中間 
  (当期)純利益 

 235,746 163,371 289,418

２ 減価償却費  8,758 8,719 17,568

３ 連結調整勘定償却額  24,364 ─ 48,728

４ のれん償却額  ─ 24,364 ─

５ 貸倒引当金の増減額 
  (減少：△) 

 1,364 798 970

６ 賞与引当金の増減額 
  (減少：△) 

 18,500 11,140 6,800

７ 役員賞与引当金の増減額 
  (減少：△) 

 ─ 2,940 ─

８ 工事等補償引当金の増減額 
  (減少：△） 

 700 △3,300 1,300

９ 退職給付引当金の増減額 
  (減少：△) 

 9,056 8,953 14,929

10 役員退職慰労引当金の 
  増減額(減少：△) 

 683 △46,200 2,231

11 受取利息及び受取配当金  △465 △575 △811

12 支払利息  2,179 1,877 4,267

13 固定資産売却損  350 ─ 387

14 固定資産除却損  234 38,251 499

15 売上債権の増減額 
  (増加：△) 

 △168,388 △220,300 7,707

16 たな卸資産の増減額 
  (増加：△) 

 △17,478 14,155 △7,563

17 仕入債務の増減額 
  (減少：△) 

 110,081 109,128 △5,748

18 役員賞与の支払額  △3,275 △5,100 △3,275

19 その他  △11,093 △17,936 16,989

小計  211,319 90,285 394,399

20 利息及び配当金の受取額  465 575 811

21 利息の支払額  △2,143 △1,951 △3,959

22 法人税等の支払額  △725 △156,187 △14,090

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー 

 208,915 △67,276 377,160
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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 

  

１ 定期預金の預入による支出  △29,414 △24,014 △45,814

２ 定期預金の払戻による収入  29,413 24,014 45,813

３ 有形固定資産の取得による 
  支出 

 △154,198 △111,431 △165,147

４ 有形固定資産の売却による 
  収入 

 1,250 ─ 1,250

５ 無形固定資産の取得による 
  支出 

 △6,252 △656 △8,602

６ 保険解約による収入  11,154 21,938 11,154

７ 貸付金の回収による収入  593 ─ 668

８ その他(純額)  △1,256 △949 △4,962

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー 

 △148,709 △91,099 △165,639

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額 
  (減少:△) 

 ─ 170,000 △220,000

２ 長期借入れによる収入  120,000 ─ 120,000

３ 長期借入金の返済による 
  支出 

 △35,750 △46,375 △81,500

４ 配当金の支払額  △13,188 △16,232 △13,188

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー 

 71,061 107,393 △194,688

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  (減少：△) 

 131,268 △50,983 16,832

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 635,069 651,901 635,069

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 766,337 600,918 651,901
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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 
 

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 

子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

株式会社ビルワーク 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社及び関連会社に該

当する会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

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 

中間連結会計期間末日の市

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) 

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 

中間連結会計期間末日の市

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) 

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 

連結会計年度末日の市場価

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) 

②たな卸資産 

ａ原材料 

総平均法による原価法 

ｂ未成工事支出金 

個別法による原価法 

ｃ仕掛品 

個別法による原価法 

ｄ貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

②たな卸資産 

ａ原材料 

同左 

ｂ未成工事支出金 

同左 

ｃ仕掛品 

同左 

ｄ貯蔵品 

同左 

②たな卸資産 

ａ原材料 

同左 

ｂ未成工事支出金 

同左 

ｃ仕掛品 

同左 

ｄ貯蔵品 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

定額法 

ｂその他の有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 11～47年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

同左 

ｂその他の有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

ａ建物及び構築物 

同左 

ｂその他の有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(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

能性を検討し、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、支給見込額に基づき計上して

おります。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

 

―――― 

③役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えるた

め、当連結会計年度における支給

見込額に基づき、当中間連結会計

期間に見合う分を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間から「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

おります。 

これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ2,940千円減少しており

ます。 

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

 

―――― 

④工事等補償引当金 

完成工事及び住宅等サービスに

係る瑕疵担保の費用等に備えるた

め、当中間連結会計期間末に至る

１年間の完成工事高及び住宅等サ

ービス収入に過去の補修費の支出

割合を乗じた額を計上しておりま

す。 

④工事等補償引当金 

同左 

④工事等補償引当金 

完成工事及び住宅等サービスに

係る瑕疵担保の費用等に備えるた

め、当連結会計年度の完成工事高

及び住宅等サービス収入に過去の

補修費の支出割合を乗じた額を計

上しております。 
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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 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務(自己都合要支給

額)及び年金資産に基づき計上し

ております。ただし、適格退職年

金制度においては、年金資産が退

職給付債務を超過しているため、

投資その他の資産(前払年金費用)

に65,535千円を計上しておりま

す。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務(自己都合要支給

額)及び年金資産に基づき計上し

ております。ただし、適格退職年

金制度においては、年金資産が退

職給付債務を超過しているため、

投資その他の資産(前払年金費用)

に73,356千円を計上しておりま

す。 

⑤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(自己都合要支給額)及

び年金資産の見込額に基づき計上

しております。ただし、適格退職

年金制度においては、年金資産が

退職給付債務を超過しているた

め、投資その他の資産「その他」

に前払年金費用71,956千円を計上

しております。 

⑥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、内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しており

ます。 

⑥役員退職慰労引当金 

同左 

⑥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) 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) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資からなります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

 



ファイル名：中間決算短信（連結）1809 更新日時：11/14/2006 2:54:00 PM 印刷日時： 終印刷日時：11/14/2006 2:56:00 PM 

― 23 ― 

会計方針の変更 

 

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))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)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

―――― 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度から「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))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） 

当中間連結会計期間から「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)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)を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は1,518,640千円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結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) 

 

―――― 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」は

当中間連結会計期間から「のれん」として表示してお

ります。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、「営業外収益」の

「その他」に含めておりました「受取販売奨励金」(前

中間連結会計期間591千円)は、営業外収益の総額の100

分の10を越えたため、当中間連結会計期間から区分掲

記しております。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間まで、区分掲記しておりました

「受取保険金」(当中間連結会計期間は23千円)は、営

業外収益の総額の100分の10以下となったため営業外収

益の「その他」に含めて表示することにしました。 

 

―――― 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」は当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表

示しております。 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 186,728千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 139,640千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 194,571千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 111,783千円 

土地 222,983千円 

 計 334,767千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 87,310千円

土地 222,983千円

 計 310,294千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 109,311千円

土地 222,983千円

 計 332,295千円
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 150,000千円 

一年内返済予 
定長期借入金 

67,500千円 

長期借入金 90,625千円 

 計 308,125千円 
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 250,000千円

一年内返済予 
定長期借入金 

60,000千円

長期借入金 30,000千円

 計 340,000千円
 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 80,000千円

一年内返済予 
定長期借入金 

64,375千円

長期借入金 60,000千円

 計 204,375千円
 

 

―――― 

※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理ついては、当中間

連結会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理して

おります。当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

受取手形 1,568千円

支払手形 68,212千円
 

 

―――― 
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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主な

もの 

給料手当 284,720千円 

賞与引当金 
繰入額 

77,480千円 

退職給付費用 9,843千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

1,983千円 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給料手当 285,615千円

賞与引当金 
繰入額 

66,080千円

退職給付費用 11,201千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

1,849千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給料手当 558,246千円

賞与引当金 
繰入額 

66,838千円

退職給付費用 18,239千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

3,531千円

貸倒引当金 
繰入額 

3,861千円

 

※２ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 350千円 
 

 
―――― 

※２ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 350千円

電話加入権 36千円

 計 387千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

機械装置 26千円 

器具備品 207千円 

 計 234千円 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物 30,691千円

建物等解体 
費用 

6,000千円

構築物 891千円

器具備品 633千円

車両運搬具 35千円

 計 38,251千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

構築物 219千円

器具備品 207千円

電話加入権 45千円

機械装置 26千円

 計 499千円
 

※４ 売上高の季節的変動について 

売上高のうち住宅等サービス

事業の売上高は、通常の業務形

態として、上半期に業績が集中

し、連結会計年度の上半期の売

上高と下半期の売上高に著しい

相違があり、業績に季節的変動

があります。 

なお、当中間連結会計期間末

に至る１年間の売上高は、次の

とおりであります。 

※４ 売上高の季節的変動について

同左 

 

―――― 

前連結会計年
度下半期の住
宅等サービス
事業売上高 

417,585千円 

当中間連結会
計期間の住宅
等サービス事
業売上高 

759,679千円 

 計 1,177,264千円 
 

前連結会計年
度下半期の住
宅等サービス
事業売上高 

431,327千円

当中間連結会
計期間の住宅
等サービス事
業売上高 

716,994千円

 計 1,148,321千円
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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 2,030,180 ─ ─ 2,030,180

合計 2,030,180 ─ ─ 2,030,180

自己株式  

 普通株式 1,180 ─ ─ 1,180

合計 1,180 ─ ─ 1,180

 

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17日 

定時株主総会 
普通株式 16,232 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月17日 

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間

後となるもの 

該当事項はありません。 

 

 

（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) 

※１ 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) 

現金及び預金 
勘定 

795,751千円 

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金 

△29,414千円 

現金及び現金 
同等物 

766,337千円 

 

※１ 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) 

現金及び預金 
勘定 

630,332千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金 

△29,414千円

現金及び現金 
同等物 

600,918千円

 

※１ 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 

681,315千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金 

△29,414千円

現金及び現金 
同等物 

651,901千円
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セグメント情報 

１ 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) 

 

 
建設工事事業

(千円) 

住宅等サービ
ス事業 
(千円) 

ビルメンテナ
ンス事業 
(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 

1,342,618 759,679 464,209 2,566,507 ― 2,566,507

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,342,618 759,679 464,209 2,566,507 ― 2,566,507

営業費用 1,300,780 534,516 434,281 2,269,578 75,827 2,345,405

営業利益 41,838 225,162 29,927 296,928 (75,827) 221,101

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 建設工事事業    

  ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

  その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

  給排水(上下水道配管)工事 

  各種建築及びリフォーム工事 

  ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

(2) 住宅等サービス事業 

  シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

(3) ビルメンテナンス事業 

  ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(86,147千円)の主なものは、当社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 
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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) 

 

 
建設工事事業

(千円) 

住宅等サービ
ス事業 
(千円) 

ビルメンテナ
ンス事業 
(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 

1,289,179 716,994 492,566 2,498,740 ― 2,498,740

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,289,179 716,994 492,566 2,498,740 ― 2,498,740

営業費用 1,244,076 519,302 436,977 2,200,355 102,703 2,303,059

営業利益 45,103 197,692 55,589 298,384 (102,703) 195,680

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 建設工事事業 

  ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

  その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

  給排水(上下水道配管)工事 

  各種建築及びリフォーム工事 

  ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

(2) 住宅等サービス事業 

  シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業、 

  害虫獣駆除（ペストコントロール）作業 

  住宅、オフィス、店舗のクリーニング作業 

(3) ビルメンテナンス事業 

  ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(113,623千円)の主なものは、当社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 会計方針の変更(当中間連結会計期間) 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要事項」４．(3)③に記載のとおり、当中間連結会計期間

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。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は2,940千円増加し、営業

利益が同額減少しております。 
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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) 

 

 
建設工事事業

(千円) 

住宅等サービ
ス事業 
(千円) 

ビルメンテナ
ンス事業 
(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 

2,544,808 1,191,006 978,056 4,713,871 ― 4,713,871

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 2,544,808 1,191,006 978,056 4,713,871 ― 4,713,871

営業費用 2,470,910 929,566 885,785 4,286,262 154,534 4,440,797

営業利益 73,897 261,439 92,271 427,608 (154,534) 273,073

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 建設工事事業 

  ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

  その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

  給排水(上下水道配管)工事 

  各種建築及びリフォーム工事 

  ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

(2) 住宅等サービス事業 

  シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

(3) ビルメンテナンス事業 

  ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(176,654千円)の主なものは、当社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

 

２ 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支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

３ 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、該当事項はありません。 
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リース取引関係 

 

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 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 

（借主側） 

(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) 

車両 
運搬具 

64,938 31,681 33,256 

工具器具 23,949 13,476 10,473 

 合計 88,887 45,157 43,730 

(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。 

１ 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 

（借主側） 

(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)

車両 
運搬具

56,035 28,652 27,383

工具器具 23,949 17,595 6,354

 合計 79,985 46,247 33,737

同左 

１ 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 

（借主側） 

(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)

車両 
運搬具

63,001 31,370 31,631

工具器具 23,949 15,535 8,413

 合計 86,951 46,906 40,044

(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 

１年内 16,027千円 

１年超 27,702千円 

 合計 43,730千円 

(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。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 14,375千円

１年超 19,361千円

 合計 33,737千円

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 15,237千円

１年超 24,807千円

 合計 40,044千円

(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 

支払リース料 9,273千円 

減価償却費 
相当額 

9,273千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 8,025千円

減価償却費 
相当額 

8,025千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 18,138千円

減価償却費 
相当額 

18,138千円
 

(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 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 8,026千円 

１年超 3,084千円 

 合計 11,111千円 
 

２ オペレーティング・リース取引

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 12,439千円

１年超 20,916千円

 合計 33,356千円
 

２ オペレーティング・リース取引

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 9,419千円

１年超 12,020千円

 合計 21,440千円
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有価証券関係 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

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) 

株式 42,580 86,991 44,411

計 42,580 86,991 44,411

(注) 有価証券の減損処理に当たっては、中間連結会計期間末の時価の下落率が50％以上の株式は全て減損処理

を行い、下落率が30％以上50％未満の株式は、個別銘柄毎に、中間連結会計期間末における時価と取得原

価との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の財務内容の検討等により信用リス

クの評価を行い、総合的に判断しております。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

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) 

株式 42,580 88,741 46,161

計 42,580 88,741 46,161

(注) 有価証券の減損処理に当たっては、中間連結会計期間末の時価の下落率が50％以上の株式は全て減損処理

を行い、下落率が30％以上50％未満の株式は、個別銘柄毎に、中間連結会計期間末における時価と取得原

価との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の財務内容の検討等により信用リス

クの評価を行い、総合的に判断しております。 

 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

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) 

株式 42,580 97,641 55,060

計 42,580 97,641 55,060

(注) 有価証券の減損処理に当たっては、連結会計年度末の時価の下落率が50％以上の株式は全て減損処理を行

い、下落率が30％以上50％未満の株式は、個別銘柄毎に、連結会計年度末における時価と取得原価との乖

離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の財務内容の検討等により信用リスクの評価

を行い、総合的に判断しております。 

 

 

デリバティブ取引関係 

当社グループは、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のいずれにおい

てもデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

当中間連結会計期間における生産、受注及び販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。 

 

(1) 建設工事事業 

受注工事高及び施工高の状況 

受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 

期末繰越工事高 

期別 取扱品目 
期首繰越 
工事高 
(千円) 

期中受注
工事高 
(千円) 

計 
(千円) 

期中完成
工事高 
(千円) 手持工事高

(千円) 
うち施工高 
(％、千円) 

期中 
施工高 
(千円) 

ユーティリティー 51,114 283,514 334,628 285,267 49,361 15.6 7,685 274,787

リフォーム 127,401 480,811 608,212 509,462 98,750 22.6 22,345 506,823

防水 18,321 576,401 594,723 547,889 46,834 77.9 36,476 574,044

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) 

合計 196,837 1,340,727 1,537,564 1,342,618 194,946 34.1 66,507 1,355,656

ユーティリティー 56,360 573,119 629,480 218,504 58,133 12.1 7,031 216,756

リフォーム 86,625 483,488 570,114 499,327 70,786 15.6 11,047 477,582

防水 20,152 589,282 609,434 571,346 38,087 46.5 17,705 582,967

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) 

合計 163,138 1,645,890 1,809,028 1,289,179 167,007 21.4 35,784 1,277,306

(注) １ 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高)に一致しております。 

 

次期繰越工事高 

期別 取扱品目 
前期繰越 
工事高 
(千円) 

当期受注
工事高 
(千円) 

計 
(千円) 

当期完成
工事高 
(千円) 手持工事高

(千円) 
うち施工高 
(％、千円) 

当期 
施工高 
(千円) 

ユーティリティー 51,114 565,988 617,103 560,742 56,360 15.6 8,779 551,357

リフォーム 127,401 814,961 942,362 855,736 86,625 37.9 32,793 863,546

防水 18,321 1,130,159 1,148,481 1,128,328 20,152 30.2 6,084 1,124,092

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) 
合計 196,837 2,511,109 2,707,946 2,544,808 163,138 29.2 47,657 2,538,996

(注) １ 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ 次期繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 当期施工高は、(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致しております。 
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(2) 住宅等サービス事業 

①生産実績 

 

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) 区分 

金額(千円) 

前年同期比 
(％) 

防虫駆除サービス 564,856 △4.0 

住宅等サービス事業 

防湿サービス 152,041 △11.7 

合計 716,897 △5.8 

(注) 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 

当事業における業務は、受注から売上高計上までが短期間で完了し、各期末における受注残高

の金額が少ないため、記載を省略しております。 

 

③販売実績 
 

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) 区分 

金額(千円) 

前年同期比 
(％) 

防虫駆除サービス 564,952 △3.8 

住宅等サービス事業 

防湿サービス 152,041 △11.7 

合計 716,994 △5.6 

(注) 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

（主要顧客別売上状況） 

 

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) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 

前年同期比 
(％) 

愛知県経済農業協同組合連合会 309,621 43.2 △7.5 

(注) 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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(3) ビルメンテナンス事業 

①生産実績 

当事業における業務では、生産状況を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略し

ております。 

 

②受注状況 

当事業における業務では、受注状況を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略し

ております。 

 

③販売実績 
 

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) 区分 

金額(千円) 

前年同期比 
(％) 

ビルメンテナンス事業 492,566 6.1 

合計 492,566 6.1 

(注) 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 


