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１．平成18年 9月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載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 34,079 4.6 1,397 △8.2 1,398 △11.8

17年 9月中間期 32,576 31.1 1,521 △43.4 1,585 △41.4

18年 3月期 66,861 2,591 2,607

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 676 △71.3 56 47 －  

17年 9月中間期 2,353 77.0 196 52 －  

18年 3月期 3,154 260 19 －  
（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 11,973,648株 17年 9月中間期 11,973,678株 18年 3月期 11,973,663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であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨て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 50,483 22,386 44.3 1,866 50

17年 9月中間期 43,347 21,278 49.1 1,777 07

18年 3月期 48,062 22,137 46.1 1,845 60
（注）期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 11,973,648株 17年09月中間期 11,973,648株 18年 3月期 11,973,648株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 △672 △336 330 1,361

17年 9月中間期 △227 2,521 △1,761 2,227

18年 3月期 △958 1,068 236 2,040

(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 4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．平成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 72,500 2,908 1,489

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　124円36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６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社アイ・テック）及び子会社４社で構成され、鋼材の販売・加工、鉄骨工事請負、倉

庫業及びそれらに関連した運送等を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

鋼材の販売・加工事業……主要な商品・製品はＨ形鋼、鋼板、コラム、合成スラブプレート、フラットデッキ、ビ

ルトＨ形鋼、ベースパック等であります。

Ｈ形鋼、鋼板、コラム……………当社が販売・加工するほか、子会社の静清鋼業㈱が販売・加工しております。

合成スラブプレート………………当社がアイ・テックＳデッキの名称にて製造販売しております。

フラットデッキ……………………当社がアイ・テックフラットデッキの名称にて製造販売しております。

ビルトＨ形鋼及び４面ボックス…主に当社が販売し、子会社の㈱浜松アイ・テックが製作をしております。

ベースパック及びハイベース……当社及び子会社の静清鋼業㈱が販売しておりますが、設計・施工につきまして

は静清鋼業㈱が一括して行っております。

　（注）　ビルトＨ形鋼及び４面ボックスはともに高層建築物等に使用され、ベースパック及びハイベースはとも

に工期の短い建築基礎工法で、前者は主に住宅物件に、後者は主に非住宅物件に使用されます。

鉄骨工事請負事業…………当社がゼネコン及び総合商社より鉄骨工事を請負、子会社のファブ・トーカイ㈱及び当

社の得意先である鉄骨加工業者等に鉄骨加工を依頼しております。

その他事業…………………運送業及び倉庫業であります。

　運送業は子会社の中央ロジテック㈱が行っており、倉庫業は当社が行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

［連結子会社］ 
中央ロジテック㈱ 

［連結子会社］ 
静 清 鋼 業 ㈱ 

［連結子会社］ 
ファブ・トーカイ㈱ 

株 式 会 社 ア イ ・ テ ッ ク 

得 意 先 
（ゼネコン・総合商社等） 

得 意 先 
（鉄骨加工業者・鋼材卸売業者） 

鉄骨工事請負 
鉄骨
加工 

鋼材
販売 

施工
販売 

鋼材
販売 

製作 
鋼材
販売 

運送 運送 

［連結子会社］ 
㈱浜松アイ・テック 

鉄骨
加工 

鋼材
販売 

 

　（注）　㈱相模鋼材商会は当社の議決権の26.7％を保有する「ＪＡＳＤＡＱ上場会社が他の会社の関連会社である場

合における当該他の会社」であります。鋼材の販売・加工を事業内容としているものの現在休眠中であり、当

社グループとの間には営業上の取引はありません。従いまして、上記の系統図からは記載を省略しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、鉄の専門商社として幅広い鉄鋼製品の販売及び加工を通じ、社会に貢献することを経営理念としておりま

す。この経営理念に基づき、お客様のニーズに合った商品・サービスを提供することにより、事業の発展と企業の健

全な成長を図るとともに、社会・顧客・株主に信頼される企業を目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対し業績に応じた利益還元を行うことを経営の最重要目標のひとつとして位置づけ、企業体質の強

化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実と合わせ勘案し、配当を行うことを基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、長期展望に立った経営基盤の強化、企業間競争の激化に対応するための新製

品の開発、組織の改革等企業価値向上のために有効に活用してまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、財務体質の強化と安定的な収益の確保を目指すとともに、株主を意識し

た経営を心がけおり、具体的には収益指標として売上高経常利益率6.0％以上を安定的に確保し、また、株主価値の増

大を数値的に判断できる株主資本当期純利益率（ROE）11.0％以上を目標としております。

(4）中長期的な経営戦略

　当社グループは、鉄の専門商社として、また鉄鋼製品メーカーとしてお客様のニーズにあった高付加価値商品・製

品の提供と、それらの即納体制の充実を目指して活動しております。

　当社グループが所属する鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鉄鋼メーカーは２社グループ体制が益々強固にな

りつつあり、国内の需給のバランスは現在のところ保たれております。また、海外に目を向けますと、中国における

粗鋼生産量は相変わらずの伸びを示しており、粗鋼生産量世界第１位のミタル・スチールと第２位のアルセロールが

合併するなど鉄鋼メーカーの再編は世界的レベルで進行しております。その様な中、世界的な増産基調から鉄鉱石等

の原材料価格は上昇しておりメーカーは製品価格へ転嫁しているものの、市中の鋼材市況には価格転嫁が厳しく、利

益確保は厳しい状況が続いております。しかしながら、引き続き民間設備投資は好調を維持するものと予想され鋼材

の消費量は増加して行くと思われます。

　このような状況にありまして当社グループは、一昨年10月にオープンした北陸支店を中心に北陸地区・新潟地区・

大阪地区は順調にシェアを伸ばしており、本年３月には、新たに千葉県富津市に当社グループ最大級の拠点となる（仮

称）東京工場の建設を決定し、平成19年５月の稼働を目指して現在急ピッチで建設を進めております。工場稼働後に

は鋼材の最大消費地であります関東地区への供給体制が飛躍的に向上することが予想され、従前からの４大拠点と合

わせ、より強固な連携体制を構築しユーザーへの需要に応えるべく豊富な在庫を整え、効率的な配送体制を確立する

ことにより、今後ますます厳しくなる経済環境の中でコストの低減、生産効率の向上、販売の拡大に努めます。同時

に東京工場は当社グループにとって３箇所目の専用岸壁付の工場となり海外との取引をも視野に入れながら営業戦略

を立案して参ります。また、鉄鋼製品メーカーとしては、フラットデッキ・合成スラブプレートに続く第三のデッキ

として従来のデッキプレートにあらかじめ鉄筋を組み込んだ配筋付デッキプレートの製造ラインを現在製作中であり、

加えて新たな発想による鉄鋼製品の開発にも着手し東京工場への導入をめざし鋭意努力しております。これらの計画

により配筋付デッキプレートライン及び東京工場が本格稼働する平成20年３月期には大幅な増収・増益を見込み、な

お財務体制の強化も目指してまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　鉄鋼流通加工業界は鋼材市況の安定や民間設備投資の増加により堅調に推移しておりますが、企業間格差は確実に

広がっております。

　このような状況下において、当社グループは得意とする加工技術の向上や合成スラブプレート等の製造販売、また、

今後スタートする配筋付デッキプレートにより、他社との製品の差別化を図り、北陸地区及び東北地区への進出を含

め全国20拠点の販売網を駆使し、きめ細やかな対応によりユーザーとの信頼関係をより強固に作り上げて行くことが

重要であり、これらのことにより安定した収益の確保が出来るものと考えております。

　また、本年５月の会社法施行及び平成20年４月からの金融商品取引法により、内部統制の構築が義務づけられてお

ります。法令の趣旨に従い、内部統制システムの強化及び評価・報告体制の確立を進めると共に、売上高の増加に伴

い売掛債権も増加していることから、与信管理なども含め全社的な管理体制の強化に努めてまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原材料や原油価格の高騰など懸念材料はあったものの、米国、アジア

及び欧州を中心に世界経済の景気は着実に回復しており、輸出は堅調に推移しました。また、国内におきましても企

業収益の改善により設備投資は増加しており、個人消費につきましても雇用情勢の改善等から回復傾向が見られ、景

気は引き続き順調に推移しました。

　当鉄鋼流通加工業界におきましては、世界経済の景気回復や国内の民間設備投資に支えられ、鋼材の販売・受注は

順調な伸びを示しております。しかしながら国内メーカーからの出荷価格は高止まりしている状況の中、更なる値上

げ圧力があり、一方市中の鋼材価格は建設業界の競争激化等により価格引き上げがままならず、利益の確保が厳しく

なっております。

　このような環境下にありまして当社グループは、一昨年開設した北陸支店・福井支店及び昨年開設の長野営業所・

青森営業所は共に順調な売上の伸びを示しており、また、従前からの各拠点につきましても好調な民間設備投資に後

押しされ鋼材の荷動きは活発な事から着実に売上を伸ばしております。なお、東京支店を中心とした鉄骨工事請負事

業は地道な営業活動から工事実績も増え、近年は大手ゼネコンからの受注も増加し物件も大型化しており、受注額は

順調に推移しております。しかしながら工事売上高の計上方法についての変更等もあり、売上高は34,079百万円（前

年同期比4.6％増）と微増となりました。

　収益面におきましては、国内鉄鋼メーカーは原材料高を背景に出荷価格の引き上げを目指しているものの、市中価

格への波及効果は弱く、当社の様な鋼材流通業者は利益の確保が厳しくなってきております。また、鋼材の入荷につ

きましては自社岸壁を利用した海上輸送により物流コストの圧縮を図っているものの、出荷につきましてはトラック

輸送のため、原油価格の高騰による物流コストの増加などにより、経常利益は1,398百万円（前年同期比11.8％減）と

なり、中間純利益につきましては当社の退職給付引当金の計算方法を簡便法より原則法に変更したことから退職給付

費用108百万円を特別損失に計上し676百万円（前年同期比71.3％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　鋼材の販売・加工事業

　鋼材の販売・加工事業は、公共関連投資は引き続き減少傾向にあるものの、民間設備投資は製造工場、物流倉庫

を始め首都圏なとを中心とした大型商業施設の建築などが引き続き好調に推移していることにより、Ｈ形鋼や高層

建築用の部材となる鋼板の販売は堅調に推移しており、また、建築物の床面に使用されるデッキにつきましては、

合成スラブプレートは前年同期を若干下回ったのの、フラットデッキは前年同期比50％近い増加と大幅に売上を伸

ばしております。なお、コラムにつきましては、販売量は増加しているものの市況が若干低迷したことから売上高

は前年並みとなりました。以上の結果から売上高は29,221百万円（前年同期比12.3％増）となりました。

②　鉄骨工事請負事業

　鉄骨工事請負事業は、民間設備投資が引き続き順調に推移していることに加え、当社グループの鉄骨工事請負事

業の実績も増え、大手ゼネコン等が施行する大型物件の受注にも成功しており受注額は着実に増加しております。

また、管理面では鉄骨プロジェクト部隊のスタッフ増員による管理体制の強化に加え、昨年グループに迎えた鉄骨

加工業者のファブ・トーカイ㈱との連携体制も整備してまいりました。しかしながら工事売上高の計上方法の変更

により、売上高は4,783百万円（前年同期比26.2％減）となりました。

③　その他事業

　その他事業は、倉庫業の売上につきましては順調に推移しております。しかし、運送業については好調な鋼材の

販売・加工事業の出荷増に伴い中央ロジテック㈱のグループ内の配送が増加したことと、グループ外の配送の中心

だったファブ・トーカイ㈱がグループに加わったため大きく減少いたしました。これにより売上高は74百万円（前

年同期比10.3％減）となりました。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が1,290百

万円（前年同期比68.8％減）ありましたが、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び有形固定資産の取得による支出

等があり、仕入債務の増加や短期借入金の純増加額等により一部相殺されたことにより、前中間連結会計期間末に比

べ865百万円減少し、当中間連結会計期間末には1,361百万円（前年同期比38.9％減）となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果使用した資金は672百万円（前年同期比195.6％増）となりました。これは主に、税金等調整前中

間純利益が1,290百万円、仕入債務の増加額1,307百万円等があったものの、売上債権の増加2,523百万円、たな卸資

産の増加額464百万円及び法人税等の支払額377百万円等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

　投資活動の結果使用した資金は336百万円（前年同期は2,521百万円の収入）となりました。これは主に、千葉県

富津市に建設中の（仮称）東京工場の建設の為の支払等により、有形固定資産の取得による支出が441百万円あった

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

　財務活動の結果得られた資金は330百万円（前年同期は1,761百万円の使用）となりました。これは主に、短期借

入金の純増加額748百万円と配当金の支払額417百万円によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 49.2 42.0 49.1 46.1 44.3

時価ベースの自己資本比率（％） 45.9 43.0 43.0 42.7 31.4

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － － － －

　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

　中間連結会計期間における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

　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

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を

対象としております。

３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

４．平成17年３月（中間、期末）、平成18年３月（中間、期末）及び平成19年３月（中間）において、営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はし

ておりません。
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(3）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き公共投資は削減傾向であることや原油価格の高騰などの懸念材料はあるも

のの、企業収益の改善や個人消費の回復により民間設備投資は引き続き増加しており、景気は回復が続くものと予想

されます。

　当鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鋼材市況は短期的には大幅な価格変動は無いと考えられますが、メーカー

の出荷価格や市況の動向など注意深く推移を見守る必要があり、予断を許さない状況が続くものと予想されます。し

かしながら、民間設備投資は増加傾向にあることから、鋼材の消費量としては順調な伸びを示すものと思われます。

　このような状況にありまして、当社グループは４大拠点を中心としたスクエア体制とそれらを包み込むように点在

する支店網を駆使し、地域密着型のきめ細やかな営業展開とさらなる営業エリアの拡充、また、鉄骨工事物件の受注

獲得や合成スラブプレート・フラットデッキの拡販などにより売上の増加を目指し、業績向上に努めてまいります。

　これにより通期の業績につきましては、売上高72,500百万円（前期比8.4％増）、また収益面につきましては経常利

益2,908百万円（前期比11.5％増）当期純利益1,489百万円（前期比52.8％減）を見込んでおります。なお、本年５月

より着工した（仮称）東京工場の建設が現在進行中であり、来年５月の竣工に向けて順調に進んでおります。

(4）事業等のリスク

　中間決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信発表日（平成

18年11月15日）現在において当社グループが判断したものであります。

１．鋼材市況における価格変動リスク

　当社グループが販売しております鋼材は、需給バランスにより、常に価格変動をしている相場商品であり、販売

方法は在庫販売を基本としております。その為、鋼材価格の上昇局面におきましては差益が拡大しますが、鋼材価

格の下降局面におきましては差益の確保が困難となります。この事から、当社グループの業績は常に鋼材市況の影

響を受けております。

２．借入金等の金利変動リスク

　当社グループの当中間期末における連結有利子負債は12,637百万円であり、グループ資金の効率的な運用を行う

ことにより財務体質の改善に努めておりますが、日銀によるゼロ金利政策は解除され、今後、大幅な金利の上昇が

生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

３．為替相場変動リスク

　当社グループが販売しております鋼材の一部は、海外からの輸入鋼材を扱っており、その内一部のメーカーとは

米ドルでの決済となっておりますので、円・米ドルの為替相場が急速に変動した場合につきましては、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．売上債権管理上のリスク

　当社グループは、独自の得意先与信管理により、常に得意先の経理・債務情報を入手し、与信限度額が適正か否

かをチェックしておりますが、今後、主要な販売先であります建設業界・鉄骨加工業界も淘汰が進むと予想される

事から、不良債権の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

５．地震などの自然災害によるリスク

　当社の本社及び重要な拠点である清水支店は、静岡県静岡市の清水港に面した場所に立地しております。

　当地区は以前から、東海地震の発生が予想され、また、東海地震発生時には津波の発生も予想されております。

当事業所の開設にあたっては、そのような状況も十分に考慮に入れ建設しており、また、在庫品や生産設備等にお

きましても、損傷・損失しないよう十分配慮しておりますが、その対応には限界があります。この様なことから、

大地震発生後には、一時的に商品の入出庫及び製品の生産が停止する可能性があり、業績に及ぼす影響も大きくな

ると予想されます。
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６．代表者への依存のリスク

　当社の代表取締役社長である大畑榮一は、当社の前身である大畑保商店に入社し、当社設立時から取締役として

経営に参画して、昭和49年４月より代表取締役社長として、当社の経営方針や事業戦略の決定をはじめ、事業計画

の立案と推進において重要な役割を果たしてまいりました。

　当社では、他の取締役に権限を委譲する等、同氏に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの

要因により、同氏の業務執行が困難となった場合には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。

７．法的規制によるリスク

　当社グループの行う事業に適用される建築基準法、製造物責任法、貨物自動車運送事業法、道路交通法その他の

関係法令は、社会情勢の変化等に応じて今後、改正や新たな法的規制が設けられる可能性があります。その場合に

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

８．減損会計導入によるリスク

　当社は鋼材の倉庫及び加工工場として、土地・建物を保有しております。減損会計基準を適用し賃貸物件及び遊

休不動産につきましては減損処理をしておりますが、今後、当該資産以外のグルーピングの資産につきましても、

減損の兆候が確認された場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,328,478 1,426,801  2,194,329

２．受取手形及び売
掛金

※４ 15,363,312 19,733,208  17,196,976

３．たな卸資産 9,512,718 11,851,689  11,387,481

４．その他 274,499 327,208  181,252

貸倒引当金 △193,300 △101,000  △94,600

流動資産合計 27,285,709 62.9 33,237,908 65.8 5,952,199 30,865,439 64.2

Ⅱ　固定資産  

(1) 有形固定資産  

１．建物及び構築
物

※１ 4,745,430 4,491,297  4,629,989

２．機械装置及び
運搬具

※１ 1,465,405 1,206,723  1,368,782

３．土地 7,862,783 9,141,863  9,141,863

４．建設仮勘定 25,319 406,138  51,450

５．その他 ※１ 35,963 14,134,902 32.6 40,154 15,286,177 30.3 1,151,275 46,484 15,238,570 31.7

(2) 無形固定資産 19,163 0.1 42,327 0.1 23,163 19,465 0.1

(3) 投資その他の資
産

 

１．投資その他の
資産

2,431,662 2,069,546  2,117,670

貸倒引当金 △524,157 1,907,504 4.4 △152,723 1,916,823 3.8 9,319 △178,912 1,938,758 4.0

固定資産合計 16,061,570 37.1 17,245,328 34.2 1,183,758 17,196,794 35.8

資産合計 43,347,279 100.0 50,483,236 100.0 7,135,957 48,062,234 100.0

        

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 6,183,472 10,112,144  8,804,232

２．短期借入金 9,890,761 12,637,235  11,889,074

３．未払法人税等 873,416 715,281  392,289

４．賞与引当金 139,200 134,600  117,400

５．役員賞与引当金 － 18,700  －

６．その他 2,491,949 1,986,957  2,266,837

流動負債合計 19,578,800 45.2 25,604,919 50.7 6,026,119 23,469,833 48.8

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 885,814 977,669  858,535

２．役員退職慰労引
当金

464,540 483,500  475,156

３．その他 1,127,415 1,030,462  1,086,620

固定負債合計 2,477,770 5.7 2,491,632 5.0 13,862 2,420,312 5.0

負債合計 22,056,570 50.9 28,096,552 55.7 6,039,981 25,890,145 53.8
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）  

少数株主持分 12,681 0.0 － － △12,681 34,299 0.1

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 3,948,829 9.1 － － △3,948,829 3,948,829 8.2

Ⅱ　資本剰余金  4,116,979 9.5  － － △4,116,979  4,116,979 8.6

Ⅲ　利益剰余金  13,215,527 30.5  － － △13,215,527  14,017,094 29.2

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

200,801 0.5 － － △200,801 258,994 0.5

Ⅴ　自己株式 △204,108 △0.5 － － 204,108 △204,108 △0.4

資本合計  21,278,027 49.1  － － △21,278,027  22,137,789 46.1

負債、少数株主持
分及び資本合計

 43,347,279 100.0  － － △43,347,279  48,062,234 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  － －  3,948,829 7.8 3,948,829  － －

２．資本剰余金  － －  4,116,979 8.1 4,116,979  － －

３．利益剰余金  － －  14,234,954 28.2 14,234,954  － －

４．自己株式  － －  △204,108 △0.4 △204,108  － －

株主資本合計  － －  22,096,653 43.7 22,096,653  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金

 － －  252,199 0.5 252,199  － －

評価・換算差額等
合計

 － －  252,199 0.5 252,199  － －

Ⅲ　少数株主持分  － －  37,831 0.1 37,831  － －

純資産合計  － －  22,386,684 44.3 22,386,684  － －

負債純資産合計  － －  50,483,236 100.0 50,483,236  － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  32,576,517 100.0  34,079,147 100.0 1,502,629  66,861,535 100.0

Ⅱ　売上原価 28,729,536 88.2 30,112,080 88.4 1,382,543 59,441,032 88.9

売上総利益 3,846,980 11.8 3,967,066 11.6 120,086 7,420,503 11.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

 

１．運賃荷造費 532,072 648,021  1,190,865

２．貸倒引当金繰入
額

47,919 13,564  －

３．給料手当等 619,303 708,352  1,414,780

４．賞与引当金繰入
額

112,497 109,375  95,573

５．退職給付費用 34,639 36,137  61,559

６．減価償却費 214,853 210,487  457,212

７．その他 764,482 2,325,769 7.1 844,055 2,569,993 7.5 244,224 1,608,865 4,828,857 7.2

営業利益  1,521,211 4.7  1,397,073 4.1 △124,138  2,591,646 3.9

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 20,648 21,384  39,967

２．受取配当金 3,984 5,055  7,084

３．受取賃貸料 11,398 3,928  15,513

４．保証債務戻入額 58,000 －  －

５．その他 17,633 111,664 0.3 21,991 52,360 0.2 △59,304 35,548 98,113 0.1

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 31,832 40,047  59,814

２．固定資産除却損 1,595 －  2,417

３．固定資産売却損 7,985 －  7,985

４．補償費用 － 6,069  8,034

５．その他 5,563 46,976 0.1 4,480 50,598 0.2 3,621 3,666 81,918 0.1

経常利益  1,585,899 4.9  1,398,835 4.1 △187,064  2,607,841 3.9

Ⅵ　特別利益  

１．補助金収入 － －  102,136

２．固定資産売却益 ※１ 2,570,236 －  2,576,213

３．貸倒引当金戻入
額

※２ － 2,570,236 7.9 － －  △2,570,236 191,384 2,869,733 4.3

Ⅶ　特別損失  

１．投資有価証券評
価損

 25,572 －  25,572

２．退職給付費用 － 25,572 0.1 108,734 108,734 0.3 83,162 － 25,572 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益

 4,130,563 12.7  1,290,100 3.8 △2,840,463  5,452,002 8.2

法人税、住民
税及び事業税

857,724 697,351  1,426,169

法人税等調整
額

918,877 1,776,602 5.5 △86,973 610,378 1.8 △1,166,224 874,188 2,300,358 3.5

少数株主損益 △872 △0.0 △3,577 △0.0 △2,705 3,011 0.0

中間（当期）
純利益

 2,353,088 7.2  676,144 2.0 △1,676,943  3,154,656 4.7
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本変動計算書

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   4,116,979  4,116,979

Ⅱ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  4,116,979  4,116,979

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   11,264,658  11,264,658

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  2,353,088 2,353,088 3,154,656 3,154,656

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  359,212  359,212  

２．取締役賞与  43,007 402,219 43,007 402,219

Ⅳ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  13,215,527  14,017,094
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

3,948,829 4,116,979 14,017,094 △204,108 21,878,794

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △419,077  △419,077

利益処分による取締役賞与（注）   △39,207  △39,207

中間純利益   676,144  676,144

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）

－ － 217,859 － 217,859

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

3,948,829 4,116,979 14,234,954 △204,108 22,096,653

評価・換算差額等

少数株主
持分

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）

258,994 258,994 34,299 22,172,088

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △419,077

利益処分による取締役賞与（注）    △39,207

中間純利益    676,144

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）

△6,795 △6,795 3,531 △3,263

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△6,795 △6,795 3,531 214,596

平成18年９月30日　残高
（千円）

252,199 252,199 37,831 22,386,684

 　（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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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間(当期)純
利益

4,130,563 1,290,100 5,452,002

減価償却費 332,214 302,339 691,510

貸倒引当金の増減額 △88,320 △19,788 △531,421

保証債務の増減額 △58,000 － －

賞与引当金の増減額 10,700 17,200 △11,100

役員賞与引当金の増減額 － 18,700 －

退職給付引当金の増減額 23,541 119,133 △3,737

役員退職慰労引当金の増減
額

14,913 8,344 25,528

受取利息及び受取配当金 △24,632 △26,440 △47,052

支払利息 31,832 40,047 59,814

為替差損益 △10 △11 △44

投資有価証券評価損 25,572 － 25,572

有形固定資産売却損益 △2,564,674 △2,280 △2,568,227

有形固定資産除却損 1,595 973 2,417

保険積立金解約損益 － － △5,892

ゴルフ会員権評価損益 △225 － △1,070

売上債権の増減額 △518,381 △2,523,296 △1,913,480

たな卸資産の増減額 3,008,553 △464,207 1,312,991

その他流動資産の増減額 447,894 △48,288 476,714

仕入債務の増減額 △2,776,267 1,307,912 △314,889

未払消費税等の増減額 292,469 △292,277 323,503

前受金の増減額 △906,286 51,254 △1,249,337

その他流動負債の増減額 23,121 △23,128 50,038

取締役賞与の支払額 △43,007 △39,207 △43,007

その他 △503 504 △35,673

小計 1,362,662 △282,415 △1,645,078 1,695,161

利息及び配当金の受取額 23,984 27,264 47,092

利息の支払額 △31,877 △40,727 △59,318

法人税等の支払額 △1,582,457 △377,087 △2,641,896

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△227,686 △672,966 △445,279 △958,960
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支出 △108,980 △76,980 △213,960

定期預金の払戻による収入 138,980 165,411 217,960

有形固定資産の取得による
支出

△201,761 △441,919 △1,692,595

有形固定資産の売却による
収入

2,665,258 10,011 2,676,322

投資有価証券の取得による
支出

△772 △837 △1,544

連結範囲の変更に伴う子会
社株式の取得による収入

－ － 52,590

長期貸付けによる支出 － △2,000 －

長期貸付金の回収による収
入

2,155 1,971 3,820

保険積立金の積立による支
出

△12,174 △9,298 △33,171

保険積立金の払戻による収
入

3,171 － 34,534

長期未収入金の回収による
収入

33,000 41,500 33,000

その他 2,775 △24,680 △8,615

投資活動によるキャッシュ・
フロー

2,521,652 △336,821 △2,858,474 1,068,341

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増減額 △1,402,941 748,161 595,371

自己株式の取得による支出 △152 － △152

配当金の支払額 △358,688 △417,480 △359,032

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△1,761,783 330,680 2,092,463 236,186

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

10 11 0 44

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 532,193 △679,095 △1,211,289 345,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,695,304 2,040,917 345,612 1,695,304

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高

※１ 2,227,498 1,361,821 △865,677 2,040,917
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

中央ロジテック㈱

静清鋼業㈱

㈱浜松アイ・テック

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

中央ロジテック㈱

静清鋼業㈱

㈱浜松アイ・テック

ファブ・トーカイ㈱

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

中央ロジテック㈱

静清鋼業㈱

㈱浜松アイ・テック

ファブ・トーカイ㈱

　なお、ファブ・トーカイ㈱につ

きましては、平成17年10月17日

に株式を取得したため当連結会計

年度より連結の範囲に含めており

ます。

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はあり

ません。

同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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

ロ　たな卸資産

①　商品、製品、原材料、仕掛品

主として総平均法による原価

法

ロ　たな卸資産

①　商品、製品、原材料、仕掛品

同左

ロ　たな卸資産

①　商品、製品、原材料、仕掛品

同左

②　その他のたな卸資産

最終仕入原価法

②　その他のたな卸資産

同左

②　その他のたな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４

月１日以降取得した建物(付属

設備を除く)については定額

法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

７年～50年

機械装置及び運搬具

５年～11年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　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

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アにつきましては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

当中間連結会計期間末保有の

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

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

当連結会計年度末保有の債権

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

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備

えるため、賞与支給見込額のう

ち当中間連結会計期間対応額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は、

従業員に対する賞与支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち

当中間連結会計期間対応額を計

上しております。

ロ　賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は、

従業員に対する賞与支給に備え

るため、賞与支給見込額のうち

当連結会計年度対応額を計上し

ております。

 ハ　　 ──────

 

ハ　役員賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は、

役員に対する賞与支給に備える

ため、当連結会計年度における

支給見込額のうち当中間連結会

計期間対応額を計上しておりま

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18,700千円減少

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。

 ハ　　 ──────

 

 

二　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、「退職給付会計に関する実

務指針(中間報告)」(日本公認

会計士協会・会計制度委員会報

告第13号　平成11年９月14日)

に規定されている「小規模企業

等における簡便法」のうち、自

己都合中間連結会計期間末要支

給額を計上しております。

二　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当社については当連結会計

年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

また、一部の連結子会社は

「退職給付会計に関する実務指

針(中間報告)」(日本公認会計

士協会・会計制度委員会報告第

13号　平成11年９月14日)に規

定されている「小規模企業等に

おける簡便法」のうち、自己都

合中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。

二　退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社は、

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会

計士協会・会計制度委員会報告

第13号　平成11年９月14日）

に規定されている「小規模企業

等における簡便法」のうち、連

結会計年度末自己都合要支給額

を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

（追加情報）

当社は従来、「退職給付会計

に関する実務指針(中間報告)」

(日本公認会計士協会・会計制

度委員会報告第13号　平成11

年９月14日)に規定されている

「小規模企業等における簡便

法」のうち、自己都合中間連結

会計期間末要支給額を計上して

おりましたが、当中間連結会計

期間より当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上する方法に変更いた

しました。　

この変更は、当中間連結会計

期間より従業員の増加等に伴い

従業員の年齢や勤務期間の偏り

が解消され、退職給付債務の数

理計算に用いられる基礎率の推

定について一定の有効性が確保

されたため、原則法による計算

の結果に一定の高い水準の信頼

性が得られるものと判断された

ことによるものであります。

これにより、当中間連結会計

期間の期首時点における簡便法

から原則法への移行にかかる差

異は、「退職給付費用」として

108,734千円を特別損失に計上

しております。

この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利益及

び経常利益は1,070千円、税金

等調整前中間純利益は109,805

千円減少しております。

 

 

ホ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を引当計

上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間連結

会計期間末要支給額を引当計上

しております。

ホ　役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を引当計上して

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当

処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段……為替予約

　ヘッジ対象……外貨建金銭

　　　　　　　　債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段……同左

　ヘッジ対象……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……同左

③　ヘッジ方針

社内規程に基づき、為替変動

リスクのヘッジを行っておりま

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

ヘッジ対象及びヘッジ手段の

時価変動額を比較し有効性を評

価しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

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。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　税額計算における固定資産圧

縮積立金の取扱い

中間連結決算における税額計

算において、固定資産圧縮積立

金を利益処分により取り崩した

ものとみなしております。

────── ──────

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は22,348,853千円でありま

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。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────

 

 

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「固定資産除却損」（当中間連結会計期間は973千円）

及び「固定資産売却損」」（当中間連結会計期間は

1,824千円）は、営業外費用の100分の10以下となった

ため、営業外費用の「その他」に含めて表示すること

にしました。

２．「補償費用」は、前中間連結会計期間まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業

外費用の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、 前中間連結会計期間における「補償費用」

の金額は2,058千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前中間連結会計期間は「その他流動負債の増減

額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間における「その他流動負債の

増減額」に含まれている「前受金の増減額」は63,209千円

の増加であります。

──────
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　追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （工事売上高と工事原価の相殺と表

示）

従来、工事売上高と工事原価には、

事前に当社が加工のために販売した鋼

材等の取引が含まれておりましたが、

当該取引の情報を収集する体制が整備

され、取引の重要性が増してきたこと

から、当連結グループの売上高をより

明瞭に表示するため、当中間連結会計

期間より、工事売上高に含まれる当社

が販売した鋼材等の金額を工事売上高

と工事原価で相殺処理をしております。

この結果、従来の方法によった場合

に比較して売上高及び売上原価は

3,164,423千円少なく計上され、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益に影響額はありません。 

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。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

8,538,311千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

        8,960,479千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         8,857,142千円

　２．受取手形裏書譲渡高

6,972,930千円

　２．受取手形裏書譲渡高

         8,738,659千円

　２．受取手形裏書譲渡高

         6,756,501千円

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
16,000,000千円

借入実行残高 8,900,000千円

差引額 7,100,000千円

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
 24,300,000千円

借入実行残高  11,650,000千円

差引額  12,650,000千円

当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントの総額
 17,000,000千円

借入実行残高 10,900,000千円

差引額   6,100,000千円

※４．　　　　────── ※４．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれております。

       受取手形　　　　　　 　262,419千円

※４．　　　　──────

（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．固定資産売却益の内訳

神奈川支店収用

に伴う売却益　　　　2,570,236千円

※１．　　　　────── ※１．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 1,191,139千円

機械装置及び運搬具 890,852千円

土地 370,642千円

その他 123,578千円

計   2,576,213千円

※２．　　　　────── ※２．　　　　────── ※２．貸倒引当金戻入額には保証債務戻入額

68,300千円が含まれております。

（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)

※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)

※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 2,328,478千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△100,980千円

現金及び現金同等物 2,227,498千円

現金及び預金勘定 1,426,801千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
     △64,980千円

現金及び現金同等物     1,361,821千円

現金及び預金勘定     2,194,329千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
    △153,411千円

現金及び現金同等物     2,040,917千円
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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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式

 　　普通株式　 12,215 － － 12,215

合計 12,215 － － 12,215

 自己株式

 　　普通株式 241 － － 241

合計 241 － － 241

 ２．配当に関する事項

（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27日

定時株主総会
普通株式 419,077 35 平成18年３月31日 平成18年６月27日

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1) 株式 554,105 886,487 332,381

(2) 債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 17,126 18,995 1,869

合計 571,232 905,482 334,250

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式 23,955
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（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1) 株式 555,585 973,597 418,012

(2) 債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 17,256 19,584 2,327

合計 572,841 993,181 420,340

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式 23,955

（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1) 株式 554,813 982,942 428,129

(2) 債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 17,191 20,629 3,438

合計 572,004 1,003,572 431,568

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成18年３月31日）

　　連結貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券

非上場株式 23,955
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③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事請
負事業
（千円）

その他事業
（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 26,016,260 6,477,727 82,530 32,576,517 － 32,576,517

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
12,300 － 693,431 705,731 (705,731) －

計 26,028,560 6,477,727 775,961 33,282,248 (705,731) 32,576,517

営業費用 24,612,251 6,352,453 716,757 31,681,462 (626,155) 31,055,306

営業利益 1,416,308 125,274 59,204 1,600,786 (79,575) 1,521,211

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）

鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事請
負事業
（千円）

その他事業
（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 29,221,373 4,783,757 74,016 34,079,147 － 34,079,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
341,739 8,759 867,982 1,218,482 (1,218,482) －

計 29,563,113 4,792,517 941,999 35,297,629 (1,218,482) 34,079,147

営業費用 28,495,444 4,449,607 880,060 33,825,111 (1,143,037) 32,682,074

営業利益 1,067,669 342,910 61,938 1,472,518 (75,445) 1,397,073
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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）

鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事請
負事業
（千円）

その他事業
（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 53,211,144 13,489,973 160,417 66,861,535 － 66,861,535

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
333,795 15,741 1,555,298 1,904,835 (1,904,835) －

計 53,544,939 13,505,714 1,715,716 68,766,370 (1,904,835) 66,861,535

営業費用 51,053,307 13,357,242 1,612,451 66,023,001 (1,753,111) 64,269,889

営業損益 2,491,632 148,472 103,265 2,743,369 (151,723) 2,591,646

　（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品

(2）鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事

(3）その他事業…………………運送業、倉庫業他

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

前中間連結会計
期間(千円)

当中間連結会計
期間(千円)

前連結会計年度
(千円)

主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

90,417 116,864 178,973
当社の本社管理部門に係る

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な事項」４．(3) ハに記載のとおり、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、下記のとおり各ゼグメントの営業費用は増加し、営業損益が同

額減少しております。

鋼材の販売・加工事業　　　3,000千円

その他事業　　　　　　　　2,500千円

消去又は全社　　　　　　 13,200千円

５．追加情報（当中間連結会計期間）

追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間より工事売上高及び工事原価の一部を相殺処理しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「鉄骨工事請負事業」の外部顧客に対する売上高及び営

業費用はそれそれ3,164,423千円減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項は

ありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,777.07円

１株当たり中間純利益金

額
196.52円

１株当たり純資産額 1,866.50円

１株当たり中間純利益金

額
   56.47円

１株当たり純資産額 1,845.60円

１株当たり当期純利益金

額
260.19円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 2,353,088 676,144 3,154,656

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 39,207

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (39,207)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
2,353,088 676,144 3,115,448

期中平均株式数（千株） 11,973 11,973 11,973
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

区分

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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

鋼材の販売・加工事業 7,889,152 7,788,001 15,585,437

鉄骨工事請負事業 － － －

その他事業 － － －

合計 7,889,152 7,788,001 15,585,437

(2）受注状況

区分

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）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

鋼材の販売・加工事業 7,891,289 432,268 7,790,419 359,594 15,544,258 365,245

鉄骨工事請負事業 4,664,293 2,399,453 5,867,826 4,532,787 12,196,891 2,923,630

その他事業 － － － － － －

合計 12,555,583 2,831,721 13,658,246 4,892,381 27,741,149 3,288,876

(3）販売実績

区分

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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

鋼材の販売・加工事業 26,016,260 29,221,373 53,211,144

鉄骨工事請負事業 6,477,727 4,783,757 13,489,973

その他事業 82,530 74,016 160,417

合計 32,576,517 34,079,147 66,861,535
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