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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                                    （百万円未満切捨表示） 

 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 3,228    (  15.6) △ 5    (   ― ) △ 23    (   ― ) 

17年9月中間期 2,793    (   7.0) △ 67    (   ― ) △ 82    (   ― ) 

18年3月期 8,542    (   1.0) 256    (  15.2) 227    (  13.7) 
 

 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 △23    (   ― ) △ 5    71  

17年9月中間期 △168    (   ― ) △ 40    37  

18年3月期 55    (△ 49.5) 13    26  

(注) 1. 期中平均株式数 18年9月中間期 4,160,927株  17年9月中間期 4,162,675株  18年3月期 4,162,371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 

 
 (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 

18年9月中間期 8,183    2,564   31.3   616   33  

17年9月中間期 7,699    2,372   30.8   569   91  

18年3月期 7,641    2,609   34.1   627   05  

(注) 期末発行済株式数  18年9月中間期 4,160,927株  17年9月中間期 4,162,675株  18年3月期 4,161,527株 

期末自己株式数   18年9月中間期   344,830株  17年9月中間期   343,082株  18年3月期   344,230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 9,200    270    110    

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)    26円 44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 ―   4.00  4.00  

19年3月期(実績) ―   ―  

19年3月期(予想) ―   4.00  
4.00  

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、実際の業績は今後様々な要因に
よって予想数値と異なる結果となる場合があります。 
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中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(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   

現金預金  1,106,709 706,832  709,892

受取手形 ※４ 377,919 332,781  385,670

完成工事未収入金  869,068 881,226  1,787,764

未成工事支出金  3,702,175 4,508,378  3,142,403

その他 ※３ 206,927 204,351  156,262

貸倒引当金  △13,676 △4,924  △19,648

流動資産合計  6,249,123 81.2 6,628,646 81.0 6,162,345 80.6

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産 ※１  

建物 ※２ 235,074 251,501  229,784

土地 ※２ 551,163 551,163  551,163

その他  10,416 75,333  29,553

有形固定資産合計  796,654 10.3 877,998 10.7 810,501 10.6

無形固定資産 ※２ 23,463 0.3 22,340 0.3 22,854 0.3

投資その他の資産 ※２  

保険積立金  210,688 225,991  215,357

その他  483,156 491,908  494,016

貸倒引当金  △63,758 △63,411  △63,451

投資その他の資産 
合計 

 630,086 8.2 654,489 8.0 645,922 8.5

固定資産合計  1,450,205 18.8 1,554,827 19.0 1,479,278 19.4

資産合計  7,699,329 100.0 8,183,474 100.0 7,641,624 100.0
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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   

支払手形  688,167 651,228  670,732

工事未払金  781,597 755,436  828,749

短期借入金  1,429,840 1,265,520  1,375,240

未払法人税等  4,931 5,270  101,085

未成工事受入金  1,637,102 2,381,571  1,377,662

完成工事補償引当金  9,503 3,727  6,833

賞与引当金  35,000 39,281  48,000

その他  32,018 34,381  43,362

流動負債合計  4,618,160 60.0 5,136,416 62.8 4,451,667 58.3

Ⅱ 固定負債   

長期借入金  630,420 411,700  502,900

退職給付引当金  78,394 70,849  77,587

固定負債合計  708,814 9.2 482,549 5.9 580,487 7.6

負債合計  5,326,974 69.2 5,618,966 68.7 5,032,154 65.9

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  885,697 11.5 ― ― 885,697 11.6

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  1,261,600 ―  1,261,600

その他資本剰余金   

自己株式処分差益  1,812 ―  1,812

資本剰余金合計  1,263,412 16.4 ― ― 1,263,412 16.5

Ⅲ 利益剰余金   

利益準備金  93,000 ―  93,000

任意積立金  291,508 ―  291,508

当期未処分利益又は 
中間未処理損失(△) 

 △65,277 ―  157,997

利益剰余金合計  319,231 4.2 ― ― 542,506 7.1

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 26,097 0.3 ― ― 40,421 0.5

Ⅴ 自己株式  △122,084 △1.6 ― ― △122,568 △1.6

資本合計  2,372,354 30.8 ― ― 2,609,469 34.1

負債資本合計  7,699,329 100.0 ― ― 7,641,624 100.0
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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   

資本金  ― ― 885,697 10.8 ― ―

資本剰余金   

資本準備金  ― 1,261,600  ―

その他資本剰余金  ― 1,812  ―

資本剰余金合計  ― ― 1,263,412 15.5 ― ―

利益剰余金   

利益準備金  ― 93,000  ―

その他利益剰余金   

配当平均積立金  ― 70,000  ―

役員退職積立金  ― 50,000  ―

別途積立金  ― 171,508  ―

繰越利益剰余金  ― 117,605  ―

利益剰余金合計  ― ― 502,114 6.1 ― ―

自己株式  ― ― △122,855 △1.5 ― ―

株主資本合計  ― ― 2,528,368 30.9 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価 
差額金 

 ― 36,140  ―

評価・換算差額等合計  ― ― 36,140 0.4 ― ―

純資産合計  ― ― 2,564,508 31.3 ― ―

負債純資産合計  ― ― 8,183,474 100.0 ― ―

 

― 4 ― 



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   

完成工事高  2,793,621 100.0 3,228,898 100.0 8,542,222 100.0

Ⅱ 売上原価   

完成工事原価  2,473,870 88.5 2,866,115 88.8 7,501,353 87.8

売上総利益   

完成工事総利益  319,751 11.5 362,782 11.2 1,040,869 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  387,585 13.9 368,603 11.4 784,674 9.2

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △67,833 △2.4 △5,821 △0.2 256,194 3.0

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  386 394  680

その他  21,056 20,975  35,270

営業外収益合計  21,442 0.8 21,370 0.7 35,950 0.4

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  23,832 18,445  46,151

その他 ※１ 12,165 20,995  18,161

営業外費用合計  35,998 1.3 39,440 1.2 64,313 0.7

経常利益又は 
経常損失(△) 

 △82,389 △2.9 △23,891 △0.7 227,831 2.7

Ⅵ 特別利益 ※２ 5,639 0.2 17,870 0.5 4,210 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３ 68,572 2.5 285 0.0 68,272 0.8

税引前当期純利益又は 
税引前中間純損失(△) 

 △145,322 △5.2 △6,307 △0.2 163,769 1.9

法人税、住民税及び 
事業税 

 1,970 0.1 1,970 0.0 97,771 1.1

法人税等調整額  20,773 0.7 15,468 0.5 10,789 0.1

当期純利益又は 
中間純損失(△) 

 △168,065 △6.0 △23,745 △0.7 55,208 0.7

前期繰越利益  102,788  102,788

当期未処分利益又は 
中間未処理損失(△) 

 △65,277  157,997
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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 

資本剰余金 利益剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 
その他資本 
剰余金 利益準備金 

その他利益 
剰余金 

平成18年3月31日残高  (千円) 885,697 1,261,600 1,812 93,000 449,506

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △16,646

中間純損失  △23,745

自己株式の取得  

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額 (純額)  

中間会計期間中の変動額 
合計         (千円) ― ― ― ―  △40,392

平成18年9月30日残高  (千円) 885,697 1,261,600 1,812 93,000 409,114

 

株主資本 評価・換算差額等 

項目 
自己株式 株主資本合計

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) △122,568 2,569,047 40,421 40,421 2,609,469

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △16,646  △16,646

中間純損失 △23,745  △23,745

自己株式の取得 △287 △287  △287

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額 (純額) △4,281 △4,281 △4,281

中間会計期間中の変動額 
合計         (千円) △287 △40,679 △4,281 △4,281 △44,960

平成18年9月30日残高  (千円) △122,855 2,528,368 36,140 36,140 2,564,508

 
(注) その他利益剰余金の内訳 

項目 配当平均積立金 役員退職積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成18年3月31日残高 (千円) 70,000 50,000 171,508 157,997 449,506

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △16,646 △16,646

中間純損失 △23,745 △23,745

自己株式の取得  

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額)  

中間会計期間中の変動額 
合計        (千円) ― ― ― △40,392 △40,392

平成18年9月30日残高 (千円) 70,000 50,000 171,508 117,605 409,114
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間に係る「キャッシュ・フロー計算書」

は作成しておりません。なお、当中間連結会計期間における「連結キャッシュ･フロー計算書」については、中間連結

財務諸表に記載しております。 

  
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) 

前事業年度の要約 
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) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益又は税引前中間純損失(△)  △145,322 163,769

減価償却費  9,143 18,521

減損損失  55,218 55,218

貸倒引当金の増加・減少(△)額  △4,099 1,865

退職給付引当金の減少額  △1,307 △2,114

賞与引当金の増加・減少(△)額  △1,565 11,434

会員権貸倒引当金の減少額  △27,550 △27,850

受取利息及び受取配当金  △2,106 △2,607

支払利息  23,832 46,151

手形売却損  4,790 10,082

売上債権の減少額  1,178,767 247,028

未成工事支出金の増加額  △1,596,995 △1,037,223

仕入債務の増加額  93,299 133,024

未収消費税の増加額  △39,883 △5,837

仮払消費税の増加額  △34,287 △27,353

未成工事受入金の増加額  1,023,957 764,517

長期前払費用の減少額  49 ―

保険積立金の減少額  14,397 9,728

その他  7,921 28,677

小計  558,261 387,033

利息及び配当金の受取額  2,165 2,605

利息の支払額  △24,525 △45,941

法人税等の支払額  △92,396 △92,396

営業活動によるキャッシュ・フロー  443,504 251,301

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  △576,179 △576,179

定期預金の払戻による収入  576,175 576,175

有形固定資産の取得による支出  △652 △22,771

投資有価証券の取得による支出  △181 △362

投資有価証券の売却による収入  6,826 ―

長期貸付金の回収による収入  766 1,545

その他   5,337 11,674

投資活動によるキャッシュ・フロー  12,093 △9,917

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純減少額  △183,400 △238,000

長期借入金の借入れによる収入  400,000 700,000

長期借入金の返済による支出  △404,020 △831,540

自己株式の取得による支出  ― △483

配当金の支払額  △16,650 △16,650

財務活動によるキャッシュ・フロー  △204,070 △386,674

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  251,526 △145,290

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  279,003 279,003

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 ※ 530,530 133,713
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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) 

有価証券 

――――― 

 

有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法

有価証券 

――――― 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格
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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格
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) 

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 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

たな卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

たな卸資産 

未成工事支出金 

同左 

たな卸資産 

未成工事支出金 

同左 

１ 資産の評価基準及び
評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償却
の方法 

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
法によっております。 
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。 
また、取得価額が10万円以
上20万円未満の資産につい
ては、3年間で均等償却す
る方法を採用しておりま
す。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産及び長期前払費
用 

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウ
ェア(無形固定資産)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。 

無形固定資産及び長期前払費
用 

同左 

無形固定資産及び長期前払費
用 

同左 

３ 引当金の計上基準 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 

 完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保の
費用に備えるため、当中間
期末に至る一年間の完成工
事高に対する将来の見積補
償額に基づいて計上する方
法によっております。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

完成工事に係るかし担保の
費用に備えるため、将来の
見積補償額を計上しており
ます。 

 

― 8 ― 



 

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９月１日 
至 平成18年３月31日) 

 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え
るため、賞与支給見込額の
当中間会計期間負担額を計
上しております。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備
えるため、将来の支給見
込額のうち、当期の負担
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。 
数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
(5年)による定率法によ
り、翌期から費用処理する
こととしております。 

退職給付引当金 

同左 

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計上し
ております。 
数理計算上の差異は、その
発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数
(5年)による定率法によ
り、翌期から費用処理する
こととしております。 

４ 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 

５ 中間キャッシュ･フ
ロー計算書(キャッ
シュ･フロー計算書)
における資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算
書における資金(現金及び現
金同等物)は、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。 

――――― キャッシュ・フロー計算書に
おける資金(現金及び現金同
等物)は、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。 

６ 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 

完成工事高の計上基準 

完成工事高の計上は、工事
完成基準によっておりま
す。 

完成工事高の計上基準 

同左 

完成工事高の計上基準 

同左 

 消費税等に相当する額の会計
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。 

消費税等に相当する額の会計
処理 

同左 

消費税等に相当する額の会計
処理 

同左 

 金額の表示方法 

記載金額は表示単位未満の
端数を切り捨てて表示して
おります。 

金額の表示方法 

同左 

金額の表示方法 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の
減損に係る会計基準」(「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」(企業会計審議会 平成14年
8月9日))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。 

これにより税引前中間純損失が
55,218千円増加しております。 
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
き当該資産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。 

これにより税引前当期純利益が
55,218千円減少しております。 
なお、減損損失累計額については、
改正後の財務諸表等規則に基づき当
該資産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
る会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17年
12月9日 企業会計基準第5号)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、2,564千円であり
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。 

――――― 

 

― 10 ― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          464,964千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

         488,666千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

          471,486千円

※２ 担保に提供している資産 

下記の資産は、長期借入金
513,700千円、短期借入金(1年
以内返済予定の長期借入金
536,200千円を含む)764,200千
円の担保に供しております。 
 

建物 227,617千円 

土地 551,163千円 

無形固定資産 
(借地権) 

13,860千円 

投資その他の 
資産 
(投資有価証券) 

70,207千円 

計 862,847千円 
 

※２ 担保に提供している資産 

下記の資産は、長期借入金
411,700千円、短期借入金(1年
以内返済予定の長期借入金
541,520千円を含む)1,265,520
千円の担保に供しておりま
す。 

建物 245,157千円

土地 551,163千円

無形固定資産 
(借地権) 

13,860千円

投資その他の 
資産 
(投資有価証券)

87,153千円

計 897,333千円
 

※２ 担保に提供している資産 

下記の資産は、長期借入金
409,500千円、短期借入金(1年
以内返済予定の長期借入金
533,200千円を含む)985,200千
円の担保に供しております。 
 

建物 222,915千円

土地 551,163千円

無形固定資産 
(借地権) 

13,860千円

投資その他の 
資産 
(投資有価証券) 

91,526千円

計 879,465千円
 

※３ 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、流動資産
の「その他」に含めて表示し
ております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３ ――――― 

 

※４ ――――― 

 

※４ 期末日満期手形 

当中間会計期間末日が金融機
関の休日のため、満期日に決
済が行われたものとして処理
しております。当中間会計期
間末日満期手形は次にとおり
であります。 

受取手形      9,132千円

※４ ――――― 

 

 

(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 営業外費用(その他)のうち主

なもの 

手形売却損     4,790千円 

保険解約損     5,567千円 

金利スワップ評価損 1,585千円 

※１ 営業外費用(その他)のうち主

なもの 

手形売却損     6,409千円

※１ 営業外費用(その他)のうち主

なもの 

手形売却損    10,082千円

保険解約損     7,068千円

※２ 特別利益のうち主なもの 

完成工事補償引当金戻入額 

          1,540千円 

貸倒引当金戻入額  4,099千円 

※２ 特別利益のうち主なもの 

完成工事補償引当金戻入額 

          3,106千円

貸倒引当金戻入額 14,764千円

※２ 特別利益のうち主なもの 

完成工事補償引当金戻入額 

          4,210千円

※３ 特別損失のうち主なもの 

役員退職慰労金  12,800千円 

減損損失     55,218千円 

※３ 特別損失のうち主なもの 

固定資産除却損    285千円

※３ 特別損失のうち主なもの 

役員退職慰労金  12,800千円

減損損失     55,218千円
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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 減損損失 

当中間会計期間において、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。 

場 所  山梨県南都留郡 

用 途  福利厚生施設 

種 類  土地及び建物 

当社は、減損損失を認識するに
あたって、管理会計上の事業所
単位をキャッシュ・フローを生
み出す最小の単位としてグルー
ピングを行っております。ま
た、当中間会計期間において、
独立した資産グループである福
利厚生施設について減損処理い
たしました。 
上記の資産グループは、地価の
著しい下落等の理由により、帳
簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
(55,218千円)として特別損失に
計上いたしました。 
その内訳は、建物25,389千円、
土地29,828千円であります。 
なお、当該資産の回収可能額
は、固定資産税評価額を基にし
た正味売却価額により評価して
おります。 

４ ――――― 

 

４ 減損損失 

当事業年度において、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。 

場 所  山梨県南都留郡 

用 途  福利厚生施設 

種 類  土地及び建物 

当社は、減損損失を認識するに
あたって、管理会計上の事業所
単位をキャッシュ・フローを生
み出す最小の単位としてグルー
ピングを行っております。ま
た、当事業年度において、独立
した資産グループである福利厚
生施設について減損処理いたし
ました。 
上記の資産グループは、地価の
著しい下落等の理由により、帳
簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額55,218千円を減
損損失に計上いたしました。 
その内訳は、建物25,389千円、
土地29,828千円であります。 
なお、当該資産の回収可能額
は、固定資産税評価額を基にし
た正味売却価額により評価して
おります。 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    8,022千円 

無形固定資産     624千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   18,481千円

無形固定資産     514千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   16,294千円

無形固定資産    1,233千円

６ 過去１年間の完成工事高 

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。 
当中間期末に至る一年間の売上
高は次のとおりであります。 
 

前事業年度下半期 5,845百万円

当中間期 2,793百万円

合  計 8,639百万円

６ 過去１年間の完成工事高 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前事業年度下半期 5,748百万円

当中間期 3,228百万円

合  計 8,977百万円
 

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) 

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) 344,230 600 ―  344,830

(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によるものであります。 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

当中間連結会計期間における「中間キャッシュ･フロー計算書関係」については、中間連結財務諸表における注記事

項として記載しております。 

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)  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

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)

現金預金勘定 1,106,709千円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金等 

△576,179千円

現金及び現金同等物 530,530千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と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)

現金預金勘定 709,892千円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金等 

△576,179千円

現金及び現金同等物 133,713千円
 

 

 

― 13 ― 



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 

 工具器具･備品 

取得価額相当額 21,480千円 

減価償却累計額 
相当額 

3,580千円 

中間期末残高 
相当額 

17,900千円 

 

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 

 工具器具･備品

取得価額相当額 21,480千円

減価償却累計額
相当額 

7,876千円

中間期末残高 
相当額 

13,604千円

 

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 

 工具器具･備品

取得価額相当額 21,480千円

減価償却累計額 
相当額 

5,728千円

期末残高相当額 15,752千円

 
２ 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 4,296千円 

１年超 13,604千円 

合 計 17,900千円 
 

２ 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 4,296千円

１年超 9,308千円

合 計 13,604千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 4,296千円

１年超 11,456千円

合 計 15,752千円
 

なお、取得価額相当額及び未経過
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 なお、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     2,148千円 

減価償却費相当額   2,148千円 

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     2,148千円

減価償却費相当額   2,148千円

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     4,296千円

減価償却費相当額   4,296千円

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 

 

有価証券関係 

当中間会計期間(平成18年9月30日) 

 子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    569.91円 １株当たり純資産額    616.33円 １株当たり純資産額    627.05円

１株当たり中間純損失(△) △40.37円 １株当たり中間純損失(△) △5.71円 １株当たり当期純利益    13.26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、潜在株式がな

く、かつ中間純損失であるため記載し

ておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 
(注) 算定上の基礎 

   １. １株当たり純資産額 

項目 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) 

中間貸借対照表の純資産の部の 
合計額          (千円) 

― 2,564,508 ― 

普通株式に係る純資産   (千円) ― 2,564,508 ― 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数  (株) 

― 4,160,927 ― 

 
   ２. １株当たり当期純利益又は中間純損失(△) 

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)

中間損益計算上の当期純利益又は 
中間純損失(△)      (千円) 

△168,065 △23,745 55,208

普通株式に帰属しない金額 (千円) ― ―  ― 

普通株式に係る当期純利益又は 
中間純損失(△)      (千円) 

△168,065 △23,745 55,208

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,162,675 4,160,927 4,162,371
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個別工種別受注高・売上高・繰越高 

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) 区

分 

期別 

工事種別      金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

 

シ ー リ ン グ 工 事 2,644,948 51.0 2,395,204 50.9 4,929,925 49.9

リニューアル工事 2,047,757 39.4 1,987,746 42.3 4,057,933 41.0

その他の防水工事等 496,358 9.6 321,919 6.8 900,485 9.1

 

受 

注 

高 

合  計 5,189,063 100.0 4,704,869 100.0 9,888,343 100.0

 

シ ー リ ン グ 工 事 1,082,155 38.7 1,359,167 42.1 3,998,882 46.8

リニューアル工事 1,431,647 51.3 1,640,027 50.8 3,599,614 42.1

その他の防水工事等 279,819 10.0 229,704 7.1 943,726 11.1

 

売 

上 

高 

合  計 2,793,621 100.0 3,228,898 100.0 8,542,222 100.0

 

シ ー リ ン グ 工 事 4,180,649 57.4 4,584,936 59.5 3,548,899 57.0

リニューアル工事 29.5 2,333,918 30.3 1,986,199 31.9

その他の防水工事等 954,255 13.1 786,690 10.2 694,475 11.1

 

繰 

越 

高 

合  計 7,278,894 100.0 7,705,544 100.0 6,229,573 100.0

2,143,990

(注) １ その他の防水工事等とは、地下防水工事、塗膜防水工事、屋上防水工事等の工事であります。 

２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。また、構成比率は小数点第2位を四捨五入して表示し

ております。 
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