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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 （百万円未満切捨て表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年９月中間期 8,232 (13.2) △22 (―) △26 (―)

平成17年９月中間期 7,274 (△1.1) △433 (―) △403 (―)

18年３月期 18,878 (△7.5) 304 (―) 319 (―)

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

平成18年９月中間期 △204 (―) △30 95

平成17年９月中間期 △439 (―) △67 28

18年３月期 91 (―) 13 86
（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 6,614,778株 17年９月中間期 6,527,250株 18年３月期 6,569,975株

２．会計処理方法の変更 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  

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

平成18年９月中間期 18,370 3,586 19.5 542 45

平成17年９月中間期 18,232 3,272 17.9 501 38

18年３月期 19,181 3,937 20.5 593 47
（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 6,611,950株 17年９月中間期 6,527,250株 18年３月期 6,634,950株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 766,100株 17年９月中間期 850,800株 18年３月期 743,100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 19,000 375 200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）30 円 15 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 － 6 6

19年3月期（実績） － －
6

19年3月期（予想） － 6

 

 

　上記の業績予想は、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たものであります。実際の業績

は、当社を取り巻く経済情勢、市場の動向など今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の業績

予想の前提となる条件その他の関連する事項につきましては、中間決算短信（連結）添付資料の８ページをご参照くださ

い。

－ 1 －



６．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日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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  2,262,289   1,812,098    2,526,142   

２．受取手形 ※５ 2,425,611   2,696,505    2,932,541   

３．売掛金  1,931,754   2,196,817    2,704,225   

４．完成工事未収入
金

 692,221   744,600    1,523,690   

５．商品  802,137   809,663    717,038   

６．未成工事支出金  554,506   1,275,003    229,227   

７．繰延税金資産  407,635   99,999    94,493   

８．その他 ※6,7 859,199   1,197,760    617,633   

９．貸倒引当金  △179,541   △147,288    △159,212   

流動資産合計   9,755,815 53.5  10,685,160 58.2 929,344  11,185,779 58.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※1,2 1,838,268   1,794,877    1,806,610   

(2）土地 ※２ 4,088,258   4,088,258    4,088,258   

(3）その他 ※１ 257,443   203,084    226,238   

有形固定資産合計  6,183,969   6,086,220   △97,749 6,121,107   

２．無形固定資産            

(1）特許権  73,723   58,054    65,889   

(2）ソフトウェア  2,174   583    1,378   

(3）その他  19,565   18,462    19,014   

無形固定資産合
計

 95,464   77,100   △18,364 86,282   

３．投資その他の資
産

           

(1）投資有価証券  1,680,279   1,128,990    1,281,133   

(2）関係会社株式  106,998   67,998    106,998   

(3）繰延税金資産  64,657   6,056    －   

(4）長期性預金  －   100,000    －   

(5）その他  541,275   578,933    676,722   

(6）貸倒引当金  △208,451   △379,802    △284,052   

投資その他の資
産合計

 2,184,758   1,502,176   △682,582 1,780,801   

固定資産合計   8,464,193 46.4  7,665,497 41.7 △798,695  7,988,191 41.7

Ⅲ　繰延資産   12,000 0.1  19,913 0.1 7,913  7,166 0.0

資産合計   18,232,008 100.0  18,370,570 100.0 138,561  19,181,137 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※５ 3,228,349   4,229,210    4,738,763   

２．買掛金  815,057   1,015,887    1,184,243   

３．工事未払金  506,318   554,728    851,196   

４．短期借入金 ※２ 3,010,000   900,000    2,080,000   

５．１年以内に返済
予定の長期借入
金

※２ 1,772,600   1,835,400    1,690,300   

６．１年以内に償還
予定の社債

 460,000   380,000    460,000   

７．未払法人税等  5,785   8,369    13,757   

８．未成工事受入金  452,974   683,511    191,726   

９．その他  497,877   479,871    524,451   

流動負債合計   10,748,962 59.0  10,086,979 54.9 △661,982  11,734,438 61.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債  850,000   1,070,000    720,000   

２．長期借入金 ※２ 2,787,400   3,243,300    2,395,900   

３. 繰延税金負債  －   －    23,868   

４．退職給付引当金  361,532   334,552    320,285   

５．役員退職慰労引
当金

 162,583   －    44,275   

６．その他  48,888   49,065    4,755   

固定負債合計   4,210,404 23.1  4,696,917 25.6 486,512  3,509,085 18.3

負債合計   14,959,366 82.1  14,783,896 80.5 △175,469  15,243,523 79.5
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）
対前中間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   565,295 3.1  － － △565,295  595,295 2.9

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  376,857   －    376,857   

資本剰余金合計   376,857 2.0  － － △376,857  376,857 2.0

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  141,323   －    141,323   

２．別途積立金  3,023,000   －    3,023,000   

３．中間（当期）未
処理損失

 355,950   －    131,386   

利益剰余金合計   2,808,373 15.4    △2,808,373  3,295,709 17.2

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  343,908 1.9  － － △343,908  406,421 2.1

Ⅴ　自己株式   △821,792 △4.5  － － 821,792  △706,669 △3.7

資本合計   3,272,642 17.9  － － △3,272,642  3,937,614 20.5

負債及び資本合計   18,232,008 100.0  － － △18,232,008  19,181,137 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  565,295 3.1 565,295  － －

２．資本剰余金            

（1）資本準備金  －   376,857    －   

資本剰余金合計   － －  376,857 2.0 376,857  － －

３．利益剰余金            

（1）利益準備金  －   141,323    －   

（2）その他利益剰
余金

           

　別途積立金  －   3,023,000    －   

　繰越利益剰余金  －   △113,149    －   

利益剰余金合計   － －  3,051,174 16.6 3,051,174  － －

4．自己株式   － －  △722,701 △3.9 △722,701  － －

株主資本合計   － －  3,270,625 17.8 3,270,625  － －

            

Ⅱ　評価・換算差額等            

1．その他有価証券
評価差額金

  － －  316,048  316,048  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  316,048 1.7 316,048  － －

純資産合計   － －  3,586,673 19.5 3,586,673  － －

負債及び純資産合
計

  － －  18,370,570 100.0 18,370,570  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中

間期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高            

１．商品売上高   5,312,650   6,118,095    12,157,250  

２．完成工事高   1,961,666   2,114,658    6,720,881  

売上高合計   7,274,317 100.0  8,232,754 100.0 958,436  18,878,131 100.0

Ⅱ　売上原価            

１．商品売上原価   3,997,426   4,546,797    9,135,669  

２．完成工事原価   1,764,541   1,763,685    5,720,877  

売上原価合計   5,761,967 79.2  6,310,482 76.7 548,515  14,856,547 78.7

売上総利益            

商品売上総利益   1,315,224   1,571,298    3,021,580  

完成工事総利益   197,125   350,973    1,000,003  

売上総利益合計   1,512,349 20.8  1,922,271 23.3 409,921  4,021,584 21.3

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,946,078 26.8  1,944,969 23.6 △1,108  3,716,802 19.7

営業利益又は営業
損失（△）

  △433,729 △6.0  △22,698 △0.3 411,030  304,782 1.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  84,506 1.2  62,902 0.8 △21,603  132,450 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  54,228 0.7  66,981 0.8 12,753  117,279 0.6

経常利益又は経常
損失（△）

  △403,451 △5.5  △26,777 △0.3 376,673  319,953 1.7

Ⅵ　特別利益 ※３  48,449 0.7  7,290 0.1 △41,159  405,413 2.2

Ⅶ　特別損失 ※４  217,161 3.0  153,593 1.9 △63,568  406,493 2.2

税引前中間純損
失（△）又は税
引前当期純利益

  △572,163 △7.8  △173,080 △2.1 399,082  318,872 1.7

法人税、住民税
及び事業税

 3,616   5,307    5,489   

法人税等調整額  △136,637 △133,021 △1.8 26,337 31,645 0.4 164,666 222,304 227,793 1.2

中間純損失
（△）又は当期
純利益

  △439,142 △6.0  △204,725 △2.5 234,416  91,079 0.5

前期繰越利益   83,191   －    83,191  

自己株式処分差
損

  －   －    42,885  

中間未処理損失

（△）又は当期未処

分利益

  △355,950   －    131,386  
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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
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
565,295 376,857 376,857 141,323 3,023,000 131,386 3,295,709 △706,669 3,531,193

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注） － － － － － △39,809 △39,809 － △39,809

中間純損失（千円） － － － － － △204,725 △204,725 － △204,725

自己株式の取得（千円） － － － － － － － △16,032 △16,032

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）
－ － － － － △244,535 △244,535 △16,032 △260,567

平成18年９月30日　残高

（千円）
565,295 376,857 376,857 141,323 3,023,000 △113,149 3,051,174 △722,701 3,270,625

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
406,421 406,421 3,937,614

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（千円）（注） － － △39,809

中間純損失（千円） － － △204,725

自己株式の取得（千円） － － △16,032

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）

△90,372 △90,372 △90,372

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△90,372 △90,372 △350,940

平成18年９月30日　残高

（千円）
316,048 316,048 3,586,673

（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

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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

同左

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

たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

たな卸資産

商品

同左

たな卸資産

商品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

建物（附属設備は除く）

定額法

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

その他の有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

３年～50年

機械装置及び運搬具

２～13年

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

その他の無形固定資産

同左

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

　３年にわたり毎期均等償却してお

ります。

社債発行費

同左

社債発行費

同左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

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）

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

（573,860千円）については、15年

による按分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（15

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。又、

執行役員（取締役兼務執行役員を除

く）に対する退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

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（573,860

千円）については、15年による按分

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（15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。

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

（573,860千円）については、15年

による按分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（15

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。又、

執行役員（取締役兼務執行役員を除

く）に対する退職慰労金の支給に備

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。

 （追加情報）

当社は経営改革の一環として執行役

員報酬体系の見直しを行った結果、

平成17年12月19日開催の取締役会

において、執行役員退職慰労金規程

の廃止を決議いたしました。

　これに伴い、前事業年度末の退職

給付引当金に含まれる執行役員退職

慰労引当金残高のうち当事業年度未

使用残高の70％に当たる10,627千

円を取崩し、特別利益のその他に含

めて計上しており、残り30％に当た

る4,972千円を退職時に支給する予

定額として計上しております。 

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、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

 　　　　　─────

 

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、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

 （追加情報）

当社は経営改革の一環として役員報

酬体系の見直しを行った結果、平成

17年12月19日開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金規程の廃止を決

議いたしました。

　これに伴い、前事業年度末の役員

退職慰労引当金残高のうち当事業年

度未使用残高の70％に当たる99,708

千円を取崩し、特別利益の役員退職

慰労引当金取崩益に含めて計上して

おり、残り30％に当たる44,275千

円を退職時に支給する予定額として

計上しております。 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．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
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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）

７．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、為替予約取引に

ついては、振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を採用してお

り、金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしている場合

は、特例処理を採用しております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約・金利スワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建金銭債務・変動金利の借

入金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

　為替変動・金利変動のリスクを回

避し、安定した収益を確保するため

にデリバティブ取引を行っており、

投機的目的とする取引は行っており

ません。なお、取引について各決裁

権限者を定めた社内規定に基づき決

裁をしており、リスク管理について

はすべて経理部門で行っております。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。又、金利スワップ

取引については、特例処理の要件を

満たしているものに限定することで

有効性の評価としております。

ヘッジの有効性評価の方法

同左

ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上基準は、工事完

成基準によっておりますが、長期大

型工事（工期１年以上かつ請負額１

億円以上）については、工事進行基

準によっております。

なお、当中間期の工事進行基準に

よった完成工事高は163,991千円、

完成工事原価は150,489千円であり

ます。

　完成工事高の計上基準は、工事完

成基準によっておりますが、長期大

型工事（工期１年以上かつ請負額１

億円以上）については、工事進行基

準によっております。

なお、当中間期の工事進行基準に

よった完成工事高は435,424千円、

完成工事原価は371,192千円であり

ます。

　完成工事高の計上基準は、工事完

成基準によっておりますが、長期大

型工事（工期１年以上かつ請負額１

億円以上）については、工事進行基

準によっております。

なお、当期の工事進行基準によった

完成工事高は472,505千円、完成工

事原価は411,405千円であります。

９．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方法によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号平成17年12月9日）を適用して

おります。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は3,586,673千円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。 

                ─────

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日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

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

 2,042,984千円  2,097,714千円  2,062,829千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物 1,678,334千円

土地 4,020,468

計 5,698,803

建物 1,620,121千円

土地 4,020,468

計 5,640,589

建物 1,648,429千円

土地 4,020,468

計 5,668,898

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 1,510,000千円

１年以内に返済予

定の長期借入金
1,072,600

長期借入金 1,892,400

計 4,475,000

短期借入金 　　──　千円

１年以内に返済予

定の長期借入金
1,257,600

長期借入金 2,362,100

計 3,619,700

短期借入金 1,180,000千円

１年以内に返済予

定の長期借入金
1,067,600

長期借入金 1,808,600

計 4,056,200

　３．保証債務

　次のとおり債務保証を行っております。

　３．保証債務

　次のとおり債務保証を行っております。

　３．保証債務

　次のとおり債務保証を行っております。

(1）関係会社の仕入債務に対する保証 (1）関係会社の仕入債務に対する保証 (1）関係会社の仕入債務に対する保証

アールシーアイ・

セキジュ株式会社
115,049千円

カーボフォル・

ジャパン株式会社
300

アールシーアイ・

セキジュ株式会社
8,404千円

カーボフォル・

ジャパン株式会社
1,911

アールシーアイ・

セキジュ株式会社
38,697千円

カーボフォル・

ジャパン株式会社
2,197

　４．───── 　４．受取手形割引高 　４．受取手形割引高

   464,201千円  500,282千円

      

　５．───── ※５．中間期末日満期手形 　５．─────

  　 　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。　　　

 受取手形 175,908千円 

 支払手形 76,191千円 
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前事業年度末
（平成18年３月31日現在）

※６．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※６．消費税等の取扱い

同左

※６．─────

 

※７．ファクタリング方式により譲渡した売

上債権の未収額

※７．ファクタリング方式により譲渡した売

上債権の未収額

※７．ファクタリング方式により譲渡した売

上債権の未収額

 276,502千円  762,226千円  282,319千円

（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．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息 1,695千円

受取配当金 13,509

仕入割引 8,915

受取家賃 15,657

破産債権配当金 191

保険解約返戻金 29,431

受取利息 2,340千円

受取配当金 8,326

仕入割引 6,164

受取家賃 16,611

破産債権配当金 16

受取利息 4,041千円

受取配当金 19,462

仕入割引 14,555

受取家賃 32,748

破産債権配当金 1,361

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 35,461千円

社債利息 10,692

支払利息 46,953千円

社債利息 3,479

支払利息 82,090千円

社債利息 13,168

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

固定資産売却益

（機械装置）

649千円

投資有価証券売却益 47,800

固定資産売却益

（機械装置）
7,290千円

固定資産売却益

（機械装置）
2,744千円

投資有価証券売却益 292,332

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

固定資産除却損

（工具器具備品）
87千円

貸倒引当金繰入額 14,206

子会社株式評価損 199,217

役員退職慰労金 1,133

ゴルフ会員権売却損 1,516

ゴルフ会員権評価損 1,000

固定資産除却損

（機械装置）
919千円

（工具器具備品） 22

固定資産売却損

（工具器具備品）
231

貸倒引当金繰入額 104,919

子会社株式評価損 39,000

希望退職優遇制度に

よる特別退職費用

3,000

固定資産除却損

（機械装置）
1,472千円

（工具器具備品） 87

貸倒引当金繰入額 89,577

子会社株式評価損 199,217

希望退職優遇制度に

よる特別退職費用

82,936

ゴルフ会員権売却損 1,516

ゴルフ会員権評価損 1,000

　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 62,711千円

無形固定資産 9,182

有形固定資産 54,061千円

無形固定資産 9,182

有形固定資産 143,734千円

無形固定資産 18,151

　６．売上高の季節的変動

　当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べ下半期に完成する工

事の割合が大きいため、事業年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。

　６．売上高の季節的変動

同左

　６．─────
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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）

 1　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

 普通株式（株） 743,100 23,000 － 766,100

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加　23,000株は、単元未満株式の買取りによる増加 1,000株、取締役会決議に基

づく買受けによる増加 22,000株であります。

①　リース取引

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

減損損失
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

 
千円 千円 千円 千円

機械装置 657,982 348,491 235,592 73,898

工具器具備品 27,843 11,759 － 16,084

ソフトウェア － － － －

合計 685,826 360,250 235,592 89,982

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

減損損失
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

 
千円 千円 千円 千円

機械装置 361,770 210,760 106,686 44,323

工具器具備品 34,609 17,673 － 16,936

ソフトウェア 39,804 5,972 － 33,832

合計 436,184 234,406 106,686 95,091

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

減損損失
累計額相
当額

期末残高
相当額

 
千円 千円 千円 千円

機械装置 650,400 373,434 235,592 41,374

工具器具備品 24,519 13,969 － 10,550

ソフトウェア 39,804 1,991 － 37,812

合計 714,724 389,395 235,592 89,737

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

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

１年内 137,648千円

１年超 85,825

合計 223,473

リース資産減損勘定の

残高
133,490

１年内 59,041千円

１年超 54,444

合計 113,485

リース資産減損勘定の

残高
18,394

１年内 120,552千円

１年超 69,124

合計 189,676

リース資産減損勘定の

残高
99,939

（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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 18,483千円

リース資産減損勘定

の取崩額
51,051

減価償却費相当額 18,483

支払リース料 22,235千円

リース資産減損勘定

の取崩額
51,051

減価償却費相当額 22,235

支払リース料 37,709千円

リース資産減損勘定

の取崩額
102,102

減価償却費相当額 37,709

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　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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
501円38銭

１株当たり中間

純損失金額
67円28銭

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益金額

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益金額につきま

しては、潜在株式

が存在しないため

記載しておりませ

ん。

１株当たり純資

産額
542円45銭

１株当たり中間

純損失金額
30円95銭

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益金額

　　　同左

１株当たり純資

産額
593円47銭

１株当たり当期

純利益金額
13円86銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額

　潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益金額につきま

しては、潜在株式

が存在しないため

記載しておりませ

ん。

　（注）１株当たり中間純損失金額又は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)

１株当たり中間純損失金額又は当期純利

益金額
   

中間純損失（△）又は当期純利益（千円） △439,142 △204,725 91,079

普通株式に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

当期純利益（千円）
△439,142 △204,725 91,079

期中平均株式数（株） 6,527,250 6,614,778 6,569,975

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、平成17年10月28日開催の取締役会において自己株式の処分を決議しております。当該自己株式の処分

内容は、下記のとおりであります。

自己株式の処分

①　自己株式の処分を行う理由

　当社取引先との関係強化と安定株主対策の観点から当社株式を譲渡するものであります。

②　処分する株式の種類及び数　　　　　　　　　　普通株式　　　150,000株

③　処分価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　　　　680円

（総額　　　102,000千円）

④　払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年11月15日

　なお、自己株式の譲渡につきましては、平成17年11月15日に特定の第三者に譲渡を行いました。

⑤　処分の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　特定の第三者に譲渡

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）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。

７．役員の異動
　該当事項はありません。
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