
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年11月17日

上場会社名 東テク株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 9960 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.totech.co.jp/)

代表者  役職名 代表取締役社長

 氏名 長　　尾　　克　　已

問い合わせ先 責任者役職名 取締役副社長　管理本部管掌

 氏名  皆　　藤　　卓　　司 ＴＥＬ　　（03）3242－3229

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配当支払開始日 平成－年－月－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 21,768 ( 13.2) 272 ( 123.4) 464 ( 170.4)

17年9月中間期 19,230 (  1.2) 122 ( 384.1) 171 (　18.9)

18年3月期 43,960  861  1,104  

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 265 (249.7) 37 94

17年9月中間期 75 ( 14.9) 10 85

18年3月期 568  75 11

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期   6,985,938株 17年9月中間期 6,987,509株 18年3月期 6,986,990株

②会計処理の方法の変更　　無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 33,647 9,578 28.5 1,371 24

17年9月中間期 30,267 9,066 30.0 1,297 55

18年3月期 33,605 9,804 29.2 1,397 24

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期  6,985,567株 17年9月中間期 6,987,167株 18年3月期 6,986,167株

②期末自己株式数 18年9月中間期     8,433株 17年9月中間期 6,833株 18年3月期 7,833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 48,000  1,250  600  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　85円89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 －  　　　　　　　　10.00  　　　　　　　　10.00

19年３月期（実績） － －
 　　　　　　　　15.00

19年３月期（予想） －  　　　　　　　　15.00

※　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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６．中間財務諸表等
　　  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）

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  2,083,948   2,130,016   2,641,538   

２．受取手形 ※５ 4,625,119   5,089,645   5,532,404   

３．売掛金  9,847,623   9,670,790   10,122,595   

４．完成工事未収入金  1,028,562   1,035,426   1,558,970   

５．たな卸資産  3,033,559   4,228,718   2,592,208   

６．繰延税金資産  368,071   327,606   317,086   

７．その他  662,403   1,596,828   1,421,780   

貸倒引当金  △151,540   △162,035   △195,154   

流動資産合計   21,497,748 71.0  23,916,996 71.1  23,991,428 71.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 731,583   715,106   706,544   

(2）土地 ※２ 2,525,269   2,525,269   2,525,269   

(3）その他  66,031   64,648   61,984   

計  3,322,884   3,305,024   3,293,798   

２．無形固定資産  38,060   38,453   39,069   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 2,962,653   3,537,632   3,693,152   

(2）繰延税金資産  －   33,262   －   

(3）長期預け金  1,118,731   1,183,257   1,150,093   

(4）その他  1,586,601   1,828,531   1,690,144   

貸倒引当金  △266,400   △204,123   △264,455   

計  5,401,586   6,378,561   6,268,935   

固定資産合計   8,762,532 29.0  9,722,038 28.9  9,601,803 28.6

Ⅲ　繰延資産   6,866 0.0  8,666 0.0  11,933 0.0

資産合計   30,267,146 100.0  33,647,700 100.0  33,605,164 100.0
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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（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 ※2,5 4,595,643   5,536,055   6,345,459   

２．買掛金 ※２ 4,296,051   4,849,293   4,544,373   

３．工事未払金 ※２ 439,766   550,242   847,697   

４．短期借入金 ※２ 3,696,471   3,550,091   3,414,495   

５．未払法人税等  23,482   234,277   163,899   

６．１年内償還予定の社
債

 1,160,000   360,000   1,280,000   

７．賞与引当金  348,000   349,528   410,680   

８．その他 ※６ 623,917   1,113,671   641,473   

流動負債合計   15,183,331 50.1  16,543,160 49.2  17,648,078 52.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  1,560,000   3,540,000   1,960,000   

２．長期借入金 ※２ 3,885,114   3,375,423   3,399,091   

３．退職給付引当金  526,370   580,369   557,603   

４．繰延税金負債  16,586   －   205,709   

５．その他  29,573   29,853   29,853   

固定負債合計   6,017,644 19.9  7,525,646 22.4  6,152,256 18.3

負債合計   21,200,976 70.0  24,068,806 71.5  23,800,334 70.8

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,857,000 6.1  － －  1,857,000 5.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,829,448   －   1,829,448   

資本剰余金合計   1,829,448 6.1  － －  1,829,448 5.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  183,540   －   183,540   

２．任意積立金  4,555,176   －   4,555,176   

３．中間（当期）未処分
利益

 237,318   －   729,797   

利益剰余金合計   4,976,034 16.5  － －  5,468,513 16.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  406,742 1.3  － －  653,854 1.9

Ⅴ　自己株式   △3,055 △0.0  － －  △3,986 △0.0

資本合計   9,066,170 30.0  － －  9,804,829 29.2

負債・資本合計   30,267,146 100.0  － －  33,605,164 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  － － 1,857,000 5.5 － －

２. 資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,829,448 －

資本剰余金合計  － － 1,829,448 5.4 － －

３. 利益剰余金  

(1）利益準備金  －   183,540   －   

(2）その他利益剰余金           

任意積立金  － 4,905,176 －

繰越利益剰余金  －   496,554   －   

利益剰余金合計  － － 5,585,270 16.6 － －

４. 自己株式  － － △4,509 △0.0 － －

株主資本合計  － － 9,267,210 27.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価差額
金

 － － 311,683 0.9 － －

評価・換算差額等合計  － － 311,683 0.9 － －

純資産合計  － － 9,578,893 28.5 － －

負債純資産合計  － － 33,647,700 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

１．商品売上高   16,176,349   18,418,760   36,367,311  

２．完成工事高   2,911,123   3,209,766   7,315,083  

３. 飲食売上高   143,466   139,917   278,026  

売上高計   19,230,939 100.0  21,768,444 100.0  43,960,421 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．商品売上原価   14,439,504   16,432,822   32,479,544  

２．完成工事原価   2,151,126   2,397,644   5,506,142  

３．飲食売上原価   40,171   40,246   78,612  

売上原価計   16,630,801 86.5  18,870,713 86.7  38,064,299 86.6

売上総利益   2,600,137 13.5  2,897,730 13.3  5,896,122 13.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,477,930 12.9  2,624,773 12.1  5,034,722 11.5

営業利益   122,206 0.6  272,957 1.3  861,399 2.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  240,649 1.3  364,818 1.7  560,953 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  191,132 1.0  173,447 0.8  317,590 0.7

経常利益   171,723 0.9  464,328 2.1  1,104,762 2.5

Ⅵ　特別利益 ※３  225,986 1.2  52,301 0.2  305,162 0.7

Ⅶ　特別損失 ※4,6  5,836 0.1  46,096 0.2  43,384 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  391,874 2.0  470,534 2.2  1,366,541 3.1

法人税、住民税及
び事業税

 9,220   226,862   416,041   

法人税等調整額  306,861 316,081 1.6 △21,378 205,484 0.9 382,228 798,269 1.8

中間（当期）純利
益

  75,792 0.4  265,049 1.2  568,271 1.3

前期繰越利益   161,526   －   161,526  

中間（当期）未処
分利益

  237,318   －   729,797  
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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   

 資本準備金  利益準備金

 その他利益剰余金  自己株式  株主資本合計

 任意積立金
 繰越利益

剰余金
  

 平成18年３月31日　残高

 （千円）
1,857,000 1,829,448 183,540 4,555,176 729,797 △3,986 9,150,975

中間会計期間中の変動額        

 　退職積立金の積立て

　 (千円）（注）
   100,000 △100,000  －

 　別途積立金の積立て

　（千円）（注）
   250,000 △250,000  －

 　剰余金の配当（千円）（注）     △104,792  △104,792

 　役員賞与（千円）（注）     △43,500  △43,500

 　中間純利益（千円）     265,049  265,049

 　自己株式の取得　（千円）      △522 △522

 　株主資本以外の項目の

　 中間会計期間中の変動額　 

  （純額）（千円）

       

 中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 350,000 △233,243 △522 116,234

 平成18年９月30日　残高

 （千円）
1,857,000 1,829,448 183,540 4,905,176 496,554 △4,509 9,267,210

評価・換算差額等 
 

 純資産合計

 その他有価証券評価差額金  

 平成18年３月31日　残高

 （千円）
653,854 9,804,829

 中間会計期間中の変動額   

 　退職積立金の積立て

　（千円）（注）
 －

 　別途積立金の積立て　

　（千円）（注）
 －

 　剰余金の配当（千円）（注）  △104,792

 　役員賞与（千円）（注）  △43,500

 　中間純利益（千円）  265,049

   自己株式の取得（千円）  △522

 　株主資本以外の項目の

   中間会計期間中の変動額

　（純額）（千円）

△342,170 △342,170

 中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△342,170 △225,935

 平成18年９月30日　残高

 （千円）
311,683 9,578,893

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

   　　　　同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

   　　　　同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

決算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

なお、投資事業有限責任組合

出資持分等については、当該

投資事業有限責任組合の直近

事業年度における純資産の当

社持分割合で評価しておりま

す。

時価のないもの

   　　　　同左

時価のないもの

   　　　　同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左 

(2）デリバティブ

同左 

(3）たな卸資産

①　商品

　　移動平均法による原価法に

よっております。

(3）たな卸資産

①　商品

同左 

(3）たな卸資産

①　商品

同左 

②　未成工事支出金

　　個別法による原価法によって

おります。

②　未成工事支出金

同左 

②　未成工事支出金

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

　降に取得した建物（附属設備を

　除く）については、定額法を採

　用しております。なお、耐用年

　数及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

　基準によっております。

(1）有形固定資産

同左 

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　　自社利用のソフトウェアにつ

　いては、社内における利用可能

　期間（５年）に基づく定額法に

　よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

　　なお、償却期間については法

　人税法に規定する方法と同一の

　基準によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

　　商法施行規則の規定による３

　年間の均等額費用処理を行って

　おります。

社債発行費

　社債発行費については、発生

時に一括費用処理しておりま

す。

　なお、前事業年度以前に発生

した社債に係る社債発行費は旧

商法施行規則の規定による３年

間の均等額費用処理を行ってお

ります。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年8月11日実務対応報告第

19号）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、経常利益及び税引前中間

純利益は29,825千円減少してお

ります。

社債発行費

　　商法施行規則の規定による３

　年間の均等額費用処理を行って

　

　おります。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、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おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。

(3） 　　　　─── (3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間の負担額を計

上しております。

（会計方針の変更）

　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、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は10,200千円

減少しております。

(3） 　　　　───
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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

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（360,043千円）については、

15年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（360,043千円）については、

15年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理及び繰

延ヘッジ処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…①固定利付債の相場   

②借入金の金利   

(3）ヘッジ方針

　スワップ設定額は市場変動リス

クを受ける資金の調達の範囲内と

し、スワップ取引における相手先

は大手金融機関等としております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　主として半期毎に内部規程によ

り、ヘッジの有効性の事前及び事

後テストを実施し有効性評価を

行っております。

　但し、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。

(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

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

完成工事高 210,657千円

完成工事原価 190,809千円

完成工事高 269,806千円

完成工事原価   257,051千円

完成工事高   491,333千円

完成工事原価 460,567千円

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(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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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

中間純利益は5,657千円減少しており

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5,657千円減少しており

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。

           ──────  （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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は、9,578,893千

円であります。

　中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。

 

           ──────

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）

　前中間会計期間において、投資その他の資産の「その他」

に含めておりました投資事業有限責任組合持分等（前中間会

計期間末122,362千円、当中間会計期間末188,702千円）は、

証券取引法の改正により、「投資有価証券」に含めて記載し

ております。

──────　　　
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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 ※１．有形固定資産 ※１．有形固定資産

 （千円)

減価償却累計額 1,218,067

 （千円)

減価償却累計額 1,258,816

 （千円)

減価償却累計額 1,232,969

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

（担保資産） （千円)

有形固定資産  

建物 288,288

土地 1,668,060

投資その他の資産  

投資有価証券 646,948

計 2,603,297

（担保資産） （千円)

有形固定資産  

建物 271,358

土地 1,668,060

投資その他の資産  

投資有価証券 750,298

計 2,689,717

（担保資産） （千円)

有形固定資産  

建物 279,566

土地 1,668,060

投資その他の資産  

投資有価証券 839,041

計 2,786,669

（対応債務） （千円)

支払手形 59,828

買掛金 517,509

工事未払金 12,198

短期借入金 1,101,000

（うち１年内返済予

定の長期借入金 891,000)

長期借入金 944,250

計 2,634,787

（対応債務） （千円)

支払手形 432,089

買掛金 871,735

工事未払金 99,406

短期借入金 858,000

（うち１年内返済予

定の長期借入金  498,000)

長期借入金 646,250

計 2,907,481

（対応債務） （千円)

支払手形 501,874

買掛金 825,482

工事未払金 199,332

短期借入金 626,000

（うち１年内返済予

定の長期借入金

　

566,000)

長期借入金 673,750

計 2,826,440

　　　上記のうち、建物・土地に対し

て根抵当権を設定しております。

この極度額は1,980,000千円です。

　　　　　　　同左 

  

　　　　　　　同左 

  

　３．保証債務

下記の会社の銀行借入金等に対して次

の金額を連帯保証しております。

　３．保証債務

下記の会社の銀行借入金等に対して次

の金額を連帯保証しております。

　３．保証債務

下記の会社の銀行借入金等に対して次

の金額を連帯保証しております。

 （千円)

日本ビルコン㈱ 61,256

関西イトミック㈱ 92,977

日本ビルコン新潟㈱ 10,000

㈱カルメン 12,594

計 176,828

 （千円)

日本ビルコン㈱ 84,595

関西イトミック㈱ 109,564

日本ビルコン新潟㈱ 10,000

㈱カルメン 8,849

計 213,008

 （千円)

日本ビルコン㈱ 96,641

関西イトミック㈱ 117,613

日本ビルコン新潟㈱ 10,000

㈱カルメン 10,721

計 234,977

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高   (千円）

  　  受取手形割引高 680,210

 　　 受取手形裏書譲渡高 －

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高   （千円）

　　　受取手形割引高 471,321

 　 　受取手形裏書譲渡高 －

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高 （千円）

　　　受取手形割引高 480,120

 　　 受取手形裏書譲渡高 139,515

※５．　　　　　―――――  ※５．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

処理については、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。

    (千円) 

受取手形 410,017 

支払手形 292,723 

※５．　　　　　―――――

※６．消費税等の表示方法

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上流動負債のその他に含めて表示

しております。

※６．消費税等の表示方法

同左

※６　　　　　　―――――
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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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

 （千円)

受取利息 8,487

受取配当金 36,845

投資有価証券売却益 2,741

仕入割引 143,149

 （千円)

受取利息 11,110

受取配当金 43,442

投資有価証券売却益 6,210

仕入割引 155,952

 （千円)

受取利息 14,738

受取配当金 46,513

投資有価証券売却益 121,102

仕入割引 283,498

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

 （千円)

支払利息 66,860

組合出資持分損失 53,143

社債利息 12,275

手形売却損 14,664

 （千円)

支払利息 67,289

社債利息 20,260

手形売却損 16,437

 （千円)

支払利息 145,743

組合出資持分損失 50,739

社債利息 26,879

手形売却損 28,444

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目

 （千円)

貸倒引当金戻入益 225,986

 （千円)

貸倒引当金戻入益 45,576

 （千円)

貸倒引当金戻入益 183,736

投資有価証券売却益 121,425

※４． 　 ───── ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

 （千円)

関係会社株式評価損 33,800

 （千円)

創立50周年記念事業費 37,726

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

 （千円)

有形固定資産 32,455

無形固定資産 521

 （千円)

有形固定資産 30,502

無形固定資産 615

 （千円)

有形固定資産 63,801

無形固定資産 1,041

※６．減損損失

　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。

 ※６．　　　　───── ※６．減損損失

　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。

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休
有形固定資
産その他

 東京都
文京区

5,581

遊休
無形固定資
産

 東京都
文京区

76

計 5,657

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休
有形固定資
産その他

 東京都
文京区

5,581

遊休
無形固定資
産

 東京都
文京区

76

計 5,657

（経緯）

　上記の資産は遊休状態であり、今後の利用

計画がないため、減損損失を認識しました。

（経緯）

　上記の資産は遊休状態であり、今後の利用

計画がないため、減損損失を認識しました。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額　不動産鑑定評価基準

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額　不動産鑑定評価基準

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　　（注） 7,833 600 － 8,433

合計 7,833 600 － 8,433

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加600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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（リース取引関係）

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）

　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

　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

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資
産その他

222,721 121,341 101,379

無形固定資
産

288,794 88,151 200,642

合計 511,515 209,492 302,022

 

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)

有形固定資
産その他

168,352 99,226 69,125

無形固定資
産

264,653 129,434 135,218

合計 433,005 228,660 204,344

 

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)

有形固定資
産その他

207,818 126,684 81,133

無形固定資
産

288,515 116,746 171,768

合計 496,333 243,431 252,901

（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。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

 （千円)

１年内 106,827

１年超 195,195

合計 302,022

 （千円)

１年内 84,391

１年超 119,953

合計 204,344

 （千円)

１年内 96,613

１年超 156,287

合計 252,901

（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。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

 （千円)

(1）支払リース料 54,449

(2）減価償却費相当額 54,449

 （千円)

(1）支払リース料 54,085

(2）減価償却費相当額 54,085

 （千円)

(1）支払リース料 109,758

(2）減価償却費相当額 109,758

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。

　(減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあり

　ません。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 （減損損失について）

　　　　　　　　　 同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 （減損損失について）

　　　　　　　　　 同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,297.55円

１株当たり中間純利益

金額
10.85円

１株当たり純資産額   1,371.24円

１株当たり中間純利益

金額
 37.94円

１株当たり純資産額 1,397.24円

１株当たり当期純利益

金額
75.11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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 75,792 265,049 568,271

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 43,500

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (43,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
75,792 265,049 524,771

期中平均株式数（千株） 6,987 6,985 6,986

 

　（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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