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１．18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)
(1)連結経営成績 (単位:百万円未満切捨)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年9月中間期 4,215 (0.4) 363 (△20.8) 358 (△20.5)
17年9月中間期 4,198 (8.5) 458 (25.2) 451 (30.6)
18 年 3 月 期 7,828 562 557

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年9月中間期 182 (△48.5) 42 18 － －
17年9月中間期 354 (113.4) 81 98 － －
18 年 3 月期 407 87 56 － －

(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 4,321,928株 17年9月中間期 4,322,008株 18年3月期 4,322,002株

③ 会計処理の方法の変更　　　　　　　無

④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％

18年9月中間期 8,976 3,974 42.7
17年9月中間期 9,062 3,458 38.2
18 年 3 月 期 8,807 3,771 42.8

(注） 期末発行済株式数(連結)

18年9月中間期 4,321,928株 17年9月中間期 4,322,008株 18年3月期 4,321,928株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △ 175 △ 281 △ 72 984
17年9月中間期 265 53 △ 171 1,507
18 年 3 月 期 464 456 △ 767 1,514

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

　  連結子会社数　　　　1社 持分法適用非連結子会社数　　－ 社 　　持分法適用関連会社数　　－ 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　　 連結（新規）　－　社　（除外）　－　社　　持分法（新規）　－　社　（除外）　－　社

２．19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

百万円 百万円 百万円
通　　期 7,800

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 52円　80銭
*上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性が

 あります。上記業績予想の前提条件その他関連する事項については、中間決算短信(連結)添付資料の５ページをご参照下さい。

売　　上　　高

キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー

営　業　利　益

１株当たり純資産自己資本比率

経　常　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

228

       円  　   銭

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

887       77 
800       10 
 866       02 

559

売      上      高 経   常   利   益

キャッシュ･フロー

当 期 純 利 益

総資産 純資産

中間(当期)純利益

期  末  残  高
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１.企 業 集 団 の 状 況

　当社グループは、当社、子会社３社､関連会社３社及び関連当事者３社により構成され、検査、
計測、焼鈍、その他の４部門に関係する事業を主として行っており、各事業における各社の位置
付け等は次のとおりであります。

(検　　査)
　当部門においては、非破壊検査関連業務全般を行っており、当社の主力分野と位置付けられます。
 [関係会社]

三和コ－ケン株式会社、株式会社ジ－イ－、沖縄工業検査株式会社、
日工検サ－ビス株式会社、有限会社日豊エンジニアリング

(計　　測)
　当部門においては､土木工事､各種構造物等に関する騒音､振動､強度､劣化等の計測診断及びそれら
に係る試験模型装置製作を行っております。
(焼　　鈍)
　当部門においては､溶接作業の前後の溶接物の熱処理を主に行っております。
　　関係会社はありません。
(そ の 他)
　当部門においては､資産管理及び有価証券投資を主な業務としております。
 [関係会社]

日工検キャピタル株式会社
 [関連当事者]

JAPAN INDUSTRIAL TESTING BV、ゼネラルエンタ－プライズ株式会社、有限会社弘林

 [事業系統図]
　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。

非連結子会社

(資産管理､有価証券投資)

　沖縄工業検査株式会社

　日工検サービス株式会社 　　日工検キャピタル株式会社

　有限会社日豊エンジニアリング

　　JAPAN INDUSTRIAL 

　　　　TESTING BV  (注１、２)

　　ゼネラルエンター

　　　プライズ株式会社 (注２)

　　有限会社弘林 (注２)

(注) １　JAPAN INDUSTRIAL TESTING BVは、提出会社に対する議決権を直接37.02％、間接26.17％所有しており

　　　　 ますが、同社は提出会社の役員及びその近親者が議決権の100％を直接所有する個人的な会社でありま

　　　　 す。このため「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」に従い、JAPAN INDUSTRIAL

 　　　　TESTING BVの所有を形式的なものとみなし、例外的に親会社に該当しないものとしております。

　　 ２　いずれも役員及びその近親者が議決権の過半数を出資している会社であります。

メーカー側検査

　非連結子会社

株式会社ジーイー

持分法非適用関連会社

　関連当事者

得意先

当　　　　　　　　　　　　　社

計　　　　測 焼　　　　鈍

連結子会社

三和コーケン株式会社

メーカー側検査
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２.経営方針

 (1)経営の基本方針

　当社グループは社会の安全に奉仕することを理念として、複雑且つ高度化する社会資本の保全と社会の

安全のため、技術力、コスト競争力及び信用力を高め、経営基盤の充実を図り、株主の皆様を始め、広く

社会一般の期待に応えることを経営の基本方針としております。

 (2)利益配分に関する基本方針

　当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、そのための経営基盤の充

実と今後の事業展開等を勘案して、安定且つ継続的な配当と内部留保を行うことを利益配分の基本方針と

しております。

 (3)目標とする経営指標

　顧客ごとのプロジェクト管理に基づくプロジェクト・マネジメント、コスト管理及び利益管理が事業全

体の収益性に直結すると判断し、当該指標による管理を実施しております。

 (4)中長期的な会社の経営戦略

　研究開発の継続並びに品質マネージメントシステムを充実させ、コスト削減及び組織の活性化を図り、

収益性のある会社といたします。

 (5)会社の対処すべき課題

　世界的な原油の高騰におけるエネルギー源の転換によるＬＮＧ等の設備投資が増加すること、また、

耐震規程の改定や環境規制をクリアーするための原子力発電の見直し等が、今後当業界にとって追い風と

なるものと期待されます。

　このような状況のもとで、当社グループといたしましては、新規需要の開拓、技術力の向上等に努め、

採算性重視に徹し、利益の向上に全力を尽くしてまいります。

①営業面では、次の２分野に重点をおいて活動を進めてまいります。

　(a)エネルギー関連

　　　エネルギーの長期供給計画による（イ）原子力発電所の建設及び関連施設に関わる工事、（ロ）Ｌ

　　ＮＧの受入基地建設及び導管敷設に関わる工事、（ハ）石油、石油化学及び火力・原子力発電所等に

　　おける新技術システムによる保守・保全業務、（ニ）高速検査装置による原油タンク及び配管の腐食

　　検査等の営業活動を積極的に展開してまいります。

　(b)構造物・建設関連

　　　構造物の新設・補修・補強に伴う調査・計測・検査、環境を考慮した振動・騒音測定、耐震及び防

　　振性能等に関する調査並びに建設工事現場の施工管理に関わる計測コンサルタント業も営業範囲を拡

　　充してまいります。

②技術面では、他社との差別化を図るため、優秀な技術員の養成、新たな検査技術の導入等に努力してま

　いります。

③管理面では、企業の継続的な成長・発展と長期的な企業価値の増大を図るため、コーポレート・ガバナ

　ンスの充実とコンプライアンスの強化を重要な経営課題と認識し、品質管理業務を営んでいる会社とし

　て都市機構の保全にも貢献できるよう取り組んでまいります。

 (6)親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 (7)その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　該当事項はありません。
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３.経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は､好調な企業業績を背景とした設備投資の増加、雇用環境の

改善から個人消費も堅調に推移し、景気は底堅く推移いたしました。

　検査業界におきましては、定期点検等の検査が順調な反面、新設工事の減少や価格競争の激化による

工事単価の改善が進んでいない状況が続いております。

　この様な経済環境の中にあって当社グループは、従来からの顧客の保守部門および新規顧客への積極

的な受注活動を展開してまいりました。

　この結果､当中間連結会計期間の売上高は42億15百万円と前年同期比17百万円（0.4 ％）の増収、営業

利益は３億63百万円で前年同期比95百万円（△20.8％）の減益､経常利益も３億58百万円と前年同期比92

百万円（△20.5％）の減益となりました。中間純利益は、投資有価証券売却益等の減少により１億82百

万円と前年同期比１億72百万円（△48.5％）の減益となりました。

部門別の業績は、次のとおりであります。

①検査部門

　　当部門では、大分・仙台・四日市地区の石油・石油化学関連の定期点検に伴う各種検査が順調に推移

　し、売上に大きく貢献いたしました。

　　ＬＮＧ関連では、新日本石油㈱八戸ＬＮＧ基地、大垣ガス㈱、日本海ガス㈱、東京ガス㈱総和基地等、

　民間会社の工場が推進するエネルギー転換を背景として、ＬＮＧ導入によるサテライト基地の建設に伴

　い各種検査を施工いたしました。

　　また、通常の球型ホルダーの建設では、㈱日本触媒 姫路製造所、呉羽化学工業㈱錦工場、新日本石

　油精製㈱水島製油所の検査を施工いたしました。

　　ガス・パイプラインでは、福島、静岡、両毛の各ラインの新設工事に伴う検査を施工、工場内検査で

　は㈱日立製作所日立工場内、石川島播磨重工業㈱横浜第一工場内等で実施いたしました。

　　定期点検におきましては、新日本石油精製㈱仙台製油所、出光興産㈱愛知製油所、昭和電工㈱大分事

　業所等の大規模定期点検に伴う各種検査を施工いたしました。

　　また、屋外貯蔵タンクの保守点検では、大型備蓄基地および出光興産㈱北海道・千葉各製油所、東亜

　石油㈱水江工場、昭和四日市石油㈱四日市製油所、九州石油㈱大分製油所内の各種タンクの開放検査を

　施工いたしました。

　　その結果、当部門の当中間連結会計期間の売上高は37億99百万円と前年同期比70百万円（1.9％）の

　増収、営業利益は３億31百万円となりました。

②計測部門

　　当部門では、高速道路、一般道路の鋼製橋脚および一般橋梁・コンクリートの構造物の補修・補強に

　関連した計測は、堅調に推移いたしました。また、ガス燃焼効率、リサイクルエネルギー、燃料電池等

　のエネルギー関連の研究・開発の計測も堅調に推移いたしました。一方、大手建設会社の技術研究所に

　よる振動実験が延期になったことに加え、住宅産業・建設業における構造実験・振動実験等の研究・

　開発に関連した計測が厳しい状況になりました。また、建設コンサルタントに関連した調査・計測およ

　びＪＲ関係の計測等の受注も低調であり減収となりました。

　　その結果、当部門の当中間連結会計期間の売上高は２億79百万円と前年同期比39百万円（△12.4％）

　の減収、営業利益は７百万円となりました。

③焼鈍部門

　　当部門では、石油・石油化学関連の定期点検工事・保全工事の焼鈍工事を施工し、堅調に推移いたし

　ました。エチレンプラントの定期点検工事では、固溶化熱処理を数多く施工いたしました。

　　工場内焼鈍として、発電所関連の海外向けタービンケーシング・シャフトの予熱、焼鈍を施工いたし

　ました。

　　一方、原子力発電所の定期点検工事は減収となりましたが、本年度から配管の質向上を目的とした

　ＨＳＣＲ配管焼鈍工事が開始されましました。

　　その結果、当部門の当中間連結会計期間の売上高は、１億36百万円と前年同期比13百万円（△9.3％）

　の減収、営業利益は24百万円となりました。

(2) 財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億29百万円減少し、

９億84百万円となりました。

　当中間連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ４億40百万円減少し、１億75百万円のマイ

　ナスとなりました。これは主に、税金等調整前中間純利益 ３億56百万円、たな卸資産の減少 １億9百

　万円、売上債権の増加額 ６億49百万円によるものです。

(投資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・フローは、前年同期と比べ３億34百万円減少し、２億81百万円のマイ

　ナスとなりました。これは主に、有形固定資産の取得 ２億77百万円によるものです。

(財務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・フローは、前年同期と比べ98百万円増加し、72百万円のマイナスとな

　りました。これは主に、長期借入金の返済 30百万円、配当金の支払 42百万円によるものです。
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年9月期 平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率 30.4 % 35.2 % 38.2 % 42.8 % 42.7 %

時価ベースの自己資本比率 33.4 % 38.0 % 34.9 % 102.3 % 52.2 %

債務償還年数 23.4 年 6.1 年 5.1 年 4.5 年 －

インタレスト・カバレッジ
・レシオ

2.5 10.1 16.9 17.1 －

(注) 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（中間期は×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

※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。

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出し

ております。

※有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利息を支払っている全ての負債を対象として

おります。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動キャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成18年９月期については、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・

カバレッジ・レシオの記載を省略しております。

(3) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。

下記事項には、将来に関するものが含まれますが、当該事項は発表日現在において判断したものであり、事業等の

リスクはこれに限るものではありません。

①経済情勢によるもの

　　主な顧客先である電力、ガス及び石油関連業界等の設備投資の状況により受注が変動し、当社グループの業績

　及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

②事故災害にともなうもの

　　検査工事等において重大な災害が発生した場合には、それに伴って生ずる社会的信用の失墜、事故災害への対

　策費用、顧客に対する補償等により、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を与える可能性があります。

③資金運用に係るもの

　　当社グループの重要な資金運用先である投資有価証券 Sapic-98 Investments Limited Principal- protected

　Portfolio fund-linked Bonds due 2008 （Series No.:1998-6）及びIncome Partners Fund 計 2,766,262千円

　（総資産の30.8%）は、時価の変動によるリスクを有しております。時価が将来下落し、多額の償還損又は評価

　損が発生した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

４.通期の見通し
　今後のわが国経済の見通しにつきましては、好調な企業業績を背景とした民間設備投資の増加に支えられ、景気

は緩やかな回復基調が続くと見込まれるものの、金利の上昇懸念、原油価格高騰の長期化、個人消費の鈍化傾向が

見られ、不透明感が残る経営環境が続くものと思われます。

　このような状況のもとで当社といたしましては、より一層採算性を重視した受注活動を展開する一方で、新規需

要の開拓・技術員の技術力の向上等にも注力し、企業価値向上に全力を尽してまいります。

　通期の見通しといたしましては、下半期の売上高は季節変動要因により上半期に比べて減収の予想をしておりま

す。また、工事単価は、価格競争の激化により厳しい状況が続くものと予想しております。

　この結果、売上高78億円、経常利益５億59百万円、当期純利益２億28百万円を見込んでおります。
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１．中 間 連 結 財 務 諸 表 等

(1)中 間 連 結 貸 借 対 照 表
(単位:千円)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ 流 動 資 産

1 現金及び預金 1,501,009 984,837 1,514,683

2 受取手形及び売掛金 ※6 3,138,421 3,571,863 2,923,096

3 有価証券 6,616 － －

4 たな卸資産 30,382 22,658 131,905

5 その他 171,567 239,272 216,959

貸倒引当金 △ 20,033 △ 22,520 △ 19,920

　流動資産合計 4,827,964 53.3 4,796,111 53.4 4,766,724 54.1

Ⅱ 固 定 資 産

1 有形固定資産 ※1、2

(1)土地 － 449,886 411,496

(2)その他 996,750 692,835 518,106

有形固定資産合計 996,750 11.0 1,142,722 12.7 929,603 10.6

2 無形固定資産 11,601 0.1 10,523 0.2 10,895 0.1

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券 3,140,906 2,966,688 3,038,099

(2)その他 113,277 81,494 89,952

   貸倒引当金 △ 27,874 △ 21,039 △ 27,772

投資その他の資産合計 3,226,309 35.6 3,027,143 33.7 3,100,279 35.2

　固定資産合計 4,234,661 46.7 4,180,389 46.6 4,040,777 45.9

　資　産　合　計 9,062,625 100.0 8,976,500 100.0 8,807,501 100.0

（資産の部）

区　　　　分

(平成17年9月30日)

金　　　額

当中間連結会計期間末前中間連結会計期間末

金　　　額

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(平成18年9月30日) 　(平成18年3月31日)

金　　　額
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(単位:千円)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ 流 動 負 債

1 支払手形及び買掛金 600,897 543,491 537,851

2 短期借入金 ※2 1,579,760 1,040,008 1,050,408

3 賞与引当金 147,204 180,151 125,233

4 役員賞与引当金 － 16,000 －

5 受注損失引当金 52,133 118,188 79,417

6 その他 440,577 490,542 430,838

　流動負債合計 2,820,573 31.1 2,388,381 26.6 2,223,748 25.2

Ⅱ 固 定 負 債

1 長期借入金 ※2、5 1,122,892 1,036,634 1,056,638

2 退職給付引当金 1,271,261 1,217,979 1,233,736

3 役員退職慰労引当金 248,149 242,121 237,397

4 その他 34,224 116,385 158,454

　固定負債合計 2,676,526 29.5 2,613,120 29.1 2,686,227 30.5

　負　債　合　計 5,497,099 60.6 5,001,502 55.7 4,909,975 55.7

　少数株主持分 107,500 1.2 － － 125,661 1.5

　　（少数株主持分）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

金　　　額 金　　　額金　　　額

(平成17年9月30日) (平成18年9月30日) (平成18年3月31日)

（負債の部）

区　　　　　分
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(単位:千円)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ 資 本 金 574,080 6.3 － － 574,080 6.5

Ⅱ 資本剰余金 342,388 3.8 － － 342,388 3.9

Ⅲ 利益剰余金 2,407,809 26.6 － － 2,460,912 27.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金 279,349 3.1 － － 540,254 6.2

Ⅴ 自己株式 △ 145,601 △ 1.6 － － △ 145,770 △ 1.7

　資　本　合　計 3,458,025 38.2 － － 3,771,864 42.8

　負債､少数株主持分 9,062,625 100.0 － － 8,807,501 100.0
　及び資本合計

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 － － 574,080 6.4 － －

２ 資本剰余金 － － 342,388 3.8 － －

３ 利益剰余金 － － 2,571,008 28.6 － －

４ 自己株式 － － △ 145,770 △ 1.6 － －

株主資本合計 － － 3,341,705 37.2 － －

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － － 495,182 5.5 － －

評価・換算差額等合計 － － 495,182 5.5 － －

Ⅲ 少数株主持分 － － 138,110 1.6 － －

純資産合計 － － 3,974,998 44.3 － －

負債純資産合計 － － 8,976,500 100.0 － －

当中間連結会計期間末
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(平成18年9月30日) (平成18年3月31日)(平成17年9月30日)

前中間連結会計期間末

金　　　額

（資本の部）

区　　　　　分 金　　　額 金　　　額
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  (2) 中 間 連 結 損 益 計 算 書

(単位:千円)

注記
事項

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,198,676 100.0 4,215,806 100.0 7,828,377 100.0

Ⅱ 売上原価 3,329,382 79.3 3,407,201 80.8 6,430,143 82.1

869,293 20.7 808,604 19.2 1,398,233 17.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　1 役員報酬 49,607 48,807 102,609

　2 給料手当 139,247 139,896 291,428

　3 賞与引当金繰入額 17,012 20,839 16,640

　4 役員賞与引当金繰入額 － 16,000 －

　5 退職給付引当金繰入額 9,471 6,575 18,131

　6 役員退職慰労引当金繰入額 4,957 4,723 10,525

　7 貸倒引当金繰入額 － 2,650 －

　8 その他 190,183 410,478 9.8 205,840 445,332 10.6 396,859 836,194 10.7

458,815 10.9 363,272 8.6 562,038 7.2

Ⅳ 営業外収益

　1 受取利息 167 189 346

　2 受取配当金 393 814 1,642

　3 受取賃貸料 3,829 3,408 7,133

　4 受取手数料 2,909 2,741 5,728

　5 保険金収入 1,476 1,478 －

　6 その他 1,209 9,985 0.3 1,275 9,908 0.2 11,578 26,428 0.3

Ⅴ 営業外費用

　1 支払利息 14,121 10,208 25,501

　2 支払手数料 1,813 1,977 3,979

　3 その他 1,375 17,310 0.4 2,048 14,234 0.3 1,692 31,173 0.4

451,490 10.8 358,946 8.5 557,293 7.1

Ⅵ 特別利益

　1 前期損益修正益 1,709 963 1,709

　2 投資有価証券売却益 83,793 － 83,793

　3 その他 8,860 94,362 2.2 29 992 0.0 9,075 94,578 1.2

Ⅶ 特別損失

　1 前期損益修正損 － 1,960 －

　2 固定資産売却損 ※1 185 70 185

　3 固定資産除却損 ※2 3,550 1,791 6,411

　4 その他 － 3,736 0.1 － 3,822 0.1 97,771 104,368 1.3

542,116 12.9 356,116 8.4 547,503 7.0

 　法人税､住民税及び事業税 203,109 192,089 180,939

 　法人税等調整額 △ 36,412 166,696 4.0 △ 30,736 161,352 3.8 △ 80,119 100,819 1.3

 　少数株主利益 21,102 0.5 12,449 0.3 39,263 0.5

354,317 8.4 182,315 4.3 407,419 5.2

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）

金　　額

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日　

　至　平成17年9月30日）

（自　平成18年4月 1日　

　至　平成18年9月30日）

税金等調整前中間(当期)純利益

中間(当期)純利益

経常利益

区　　　　　分  金　　額 金　　額

売上総利益

営業利益
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(3)中 間 連 結 剰 余 金 計 算 書

(単位:千円)

注記
番号

金　　　　額 金　　　　額

 Ⅰ 資本剰余金期首残高 342,388 342,388

 Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 342,388 342,388

 Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,075,102 2,075,102

 Ⅱ 利益剰余金増加高

中間(当期)純利益 354,317 354,317 407,419 407,419

 Ⅲ 利益剰余金減少高

配当金 21,610 21,610 21,610 21,610

 Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 2,407,809 2,460,912

前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日　

　至　平成18年3月31日）

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17年9月30日）

(資本剰余金の部)

(利益剰余金の部)

区　　　　　　分
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(4)中 間 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　評価・換算差額等

少数株主 純資産
資本剰余金 利益剰余金 持分 合計

平成18年３月31日残高

（千円）

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当（注） △ 43,219 △ 43,219 △ 43,219

　役員賞与（注） △ 29,000 △ 29,000 △ 29,000

　中間純利益 182,315 182,315 182,315

　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）

平成18年９月30日残高

（千円）

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。

自己株式資本金
その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

495,182 495,182 138,110 3,974,999

△ 45,072 △ 45,072 12,449 77,472

△ 45,072 △ 45,072 12,449 △ 32,623

540,254 540,254 125,661 3,897,5263,231,609△ 145,7702,460,912342,388574,080

株主資本

株主資本
合計

－ －

574,080 342,388 3,341,7052,571,008 △ 145,770

110,096 － 110,096
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(5)中間連結キャッシュ･フロ－計算書
(単位：千円)

注記
番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ･フロ－
1 税金等調整前中間(当期)純利益 542,116 356,116 547,503
2 減価償却費 80,293 82,534 172,775
3 貸倒引当金の増減額(減少:△) △ 9,109 4,021 △ 9,324
4 賞与引当金の増減額(減少:△) 44,420 54,917 22,449
5 役員賞与引当金の増減額(減少:△) － 16,000 －
6 受注損失引当金の増減額(減少:△) 27,584 38,771 54,868
7 退職給付引当金の増減額(減少:△) △ 8,364 △ 15,756 △ 45,889
8 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) 4,677 4,723 △ 6,074
9 受取利息及び受取配当金 △ 560 △ 1,004 △ 1,988
10 支払利息 14,121 10,208 25,501
11 有形固定資産除売却損 3,736 1,862 6,597
12 投資有価証券売却損益(売却益:△) △ 83,793 － △ 29,300
13 売上債権の増減額(増加:△) △ 387,288 △ 649,518 △ 171,962
14 たな卸資産の増減額(増加:△) 118,968 109,246 17,446
15 仕入債務の増減額(減少:△) 65,542 6,479 3,337
16 役員賞与の支払額 － △ 29,000 －
17 そ 　の　 他 △ 43,862 △ 90,961 100,531

368,483 △ 101,358 686,470

18 利息及び配当金の受取額 569 1,004 1,997
19 利息の支払額 △ 15,598 △ 10,619 △ 27,209
20 法人税等の支払額 △ 88,093 △ 64,441 △ 196,389

　　営業活動によるキャッシュ･フロ－ 265,361 △ 175,414 464,869

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ･フロ－
1 定期預金の払戻しによる収入 48,002 － 48,002
2 有形固定資産の取得による支出 △ 130,604 △ 277,188 △ 190,608
3 有形固定資産の売却による収入 20 61 20
4 無形固定資産の取得による支出 △ 340 △ 428 △ 484
5 投資有価証券の取得による支出 △ 2,386 △ 2,606 △ 5,602
6 投資有価証券の売却による収入 145,791 － 586,968
7 貸付けによる支出 △ 7,935 △ 1,727 △ 8,642
8 貸付金の回収による収入 2,206 2,074 3,666
9 その他 △ 1,706 △ 1,869 23,098

　　投資活動によるキャッシュ･フロ－ 53,047 △ 281,684 456,417

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ･フロ－
1 短期借入金の増減額(減少:△) － － △ 462,000
2 長期借入金の返済による支出 △ 88,902 △ 30,404 △ 222,508
3 自己株式の取得による支出 － － △ 168
4 配当金の支払額 △ 21,431 △ 42,412 △ 21,467
5 少数株主への配当金の支払額 △ 61,000 － △ 61,000

　　財務活動によるキャッシュ･フロ－ △ 171,333 △ 72,816 △ 767,144

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 18 68 7

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 147,093 △ 529,846 154,151

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,360,532 1,514,683 1,360,532

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,507,626 984,837 1,514,683

小　　　　　計

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）

金　　　額

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）

金　　　額区　　　　　　　　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）

金　　　額
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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

1. 連結の範囲に関する事項 (ｲ) 連結子会社の数　　２社 (ｲ) 連結子会社の数　　１社 (ｲ) 連結子会社の数　　２社

(ﾛ) 非連結子会社名 (ﾛ) 非連結子会社名 (ﾛ) 非連結子会社名

(ﾊ) (ﾊ) (ﾊ)

2. 持分法の適用に関する事項

3.

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準 (ｲ) 有価証券 (ｲ) 有価証券 (ｲ) 有価証券

及び評価方法　 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの 　時価のあるもの 　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)

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)

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 　時価のないもの 　時価のないもの

移動平均法による原価法

(ﾛ) たな卸資産 (ﾛ) たな卸資産 (ﾛ) たな卸資産

主として個別法による原価法

日本検査コンサルタント株式会社
は、平成18年４月１日で当社に吸
収合併されたため、連結の範囲か
ら除外しました。

連結子会社の名称

同　　左

非連結子会社について連結の
範囲から除いた理由

三和コーケン株式会社

同　　左

三和コーケン株式会社

連結子会社の名称

非連結子会社について連結の
範囲から除いた理由

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

　なお、日本検査コンサルタント
株式会社については、決算日は２
月末日でありますが、同社は平成
18年４月１日付で当社と合併し消
滅しているため、当連結会計年度
の連結財務諸表の作成に当たって
は、平成17年３月１日から平成18
年３月31日までの13ヶ月を連結し
ております。

　連結子会社である三和コ－ケン
株式会社の中間決算日は８月末日
であります。中間連結財務諸表の
作成に当たっては、同日現在の中
間財務諸表を使用し、中間連結決
算日との間に生じた重要な取引に
ついては連結上必要な調整を行っ
ております。

　連結子会社である三和コ－ケン
株式会社の決算日は２月末日であ
ります。連結財務諸表の作成に当
たっては、同日現在の財務諸表を
使用し、連結決算日との間に生じ
た重要な取引については連結上必
要な調整を行っております。

  非連結子会社２社及び関連会社
３社（沖縄工業検査株式会社、日
工検サービス株式会社、有限会社
日豊エンジニアリング）について
は当期純損益及び利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、
これらの会社に対する投資勘定に
ついては持分法を適用せず原価法
により評価しています。

同　　左

連結子会社の中間決算日（決
算日）等に関する事項

日工検キャピタル株式会社

非連結子会社について連結の
範囲から除いた理由

　非連結子会社２社は、いず
れも小規模会社であり、その
総資産、売上高、中間純損益
及び利益剰余金(持分に見合う
額)等はいずれも中間連結財務
諸表に重要な影響を及ぼして
いないため、連結の範囲から
除外しました。

  非連結子会社２社及び関連会社
３社（沖縄工業検査株式会社、日
工検サービス株式会社、有限会社
日豊エンジニアリング）について
は中間純損益及び利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、
これらの会社に対する投資勘定に
ついては持分法を適用せず原価法
により評価しています。

　連結子会社である日本検査コン
サルタント株式会社及び三和コ－
ケン株式会社の中間決算日は８月
末日であります。中間連結財務諸
表の作成に当たっては、同日現在
の中間財務諸表を使用し、中間連
結決算日との間に生じた重要な取
引については連結上必要な調整を
行っております。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

  　至　平成17年9月30日）   　至　平成18年9月30日） 　  至　平成18年3月31日）

同　　左 　非連結子会社２社は、いず
れも小規模会社であり、その
総資産、売上高、当期純損益
及び利益剰余金(持分に見合う
額)等はいずれも連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていな
いため、連結の範囲から除外
しました。

連結子会社の名称

日本検査コンサルタント株式会社日本検査コンサルタント株式会社

三和コーケン株式会社

株式会社ジーイー
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

　  至　平成17年9月30日） 　  至　平成18年9月30日） 　  至　平成18年3月31日）

(2) 重要な減価償却資産の (ｲ) 有形固定資産 (ｲ) 有形固定資産 (ｲ) 有形固定資産

減価償却の方法 定率法 同　　左 同　　左

　但し､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

　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  7～47年

　工具器具及び備品 4～6年

　なお、取得価額が10万円
以上20万円未満の資産につ
いては、３年間均等償却

(ﾛ) 無形固定資産 (ﾛ) 無形固定資産 (ﾛ) 無形固定資産

　ソフトウエア(自社利用分)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

同　　左 同　　左

(3) 重要な引当金の計上基準 (ｲ) 貸倒引当金 (ｲ) 貸倒引当金 (ｲ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

同　　左 同　　左

(ﾛ) 賞与引当金 (ﾛ) 賞与引当金 (ﾛ) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てる
ため、将来の支給見込額のうち
当中間連結会計期間の負担額を
計上しております。

同　　左 　従業員の賞与の支給に充てる
ため、将来の支給見込額のうち
当連結会計年度の負担額を計上
しております。

(ﾊ) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、当連結会計
年度における支給見込額に基づ
き、当中間連結会計期間負担額
を計上しております。

　（会計方針の変更）
　役員賞与については、従来、
株主総会の決議を経て未処分利
益の減少として会計処理をして
おりましたが、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）を適用し、発生した会計期
間の費用として会計処理してお
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
が、16,000千円減少しておりま
す。

(ﾆ) 受注損失引当金 (ﾆ) 受注損失引当金 (ﾆ) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に
備えるため、当中間連結会計期
間末における受注契約に係る損
失見込額を計上しております。

　受注契約に係る将来の損失に
備えるため、当中間連結会計期
間末における受注契約に係る損
失見込額を計上しております。

　受注契約に係る将来の損失に
備えるため、当連結会計年度末
における受注契約に係る損失見
込額を計上しております。

　なお、リサーチ・センター審
理情報[No.21]（平成17年 3月
11日　日本公認会計士協会）を
踏まえ、当中間連結会計期間末
より受注損失引当金として表示
しておりますが、前中間連結会
計期間末においてたな卸資産残
高から控除した受注損失見込額
はありません。
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

　  至　平成17年9月30日） 　  至　平成18年9月30日） 　  至　平成18年3月31日）

(ﾎ) 退職給付引当金 (ﾎ) 退職給付引当金 (ﾎ) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見
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。

同　　左 　従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上して
おります。

　過去勤務債務については、
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
(10年)による按分額を定額法
により費用処理しておりま
す。

　過去勤務債務については、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(10年)
による按分額を定額法により費
用処理しております。 　数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)によ
る按分額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から定額法によ
り費用処理することとしてお
ります。

　数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(10年)による按分
額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から定額法により費用処理
することとしております。

(ﾍ) 役員退職慰労引当金 (ﾍ) 役員退職慰労引当金 (ﾍ) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備
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。

同　　左 　役員の退職慰労金の支出に
備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しておりま
す。

(4) 重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
の基準

　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。

(5) 重要なリ－ス取引の処理
方法

　リ－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－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) その他中間連結財務諸表
（連結財務諸表）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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。 同　　左 同　　左

5. 中間連結キャッシュ・フロ－
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、要求払預金及び取得日
から６ヶ月以内に満期日の到来する
流動性の高い、容易に換金可能であ
り、且つ、価値の変動について僅少
なリスクしか負わない短期的な投資
であります。

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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

　  至　平成17年9月30日） 　  至　平成18年9月30日） 　　至　平成18年3月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準) 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関 （固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、「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。

　する会計基準） 　当連結会計期間より、「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。

　当中間連結会計期間から「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準」（企
業会計基準第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」　（企業会計基準適用指針第８号）
を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計額に相当する
金額は3,836,887千円であります。　なお、これによる当中間連結会計期間

の損益に与える影響はありません。
　なお、これによる当連結会計年度の損
益に与える影響はありません。　なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、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、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。

　（企業結合に係る会計基準）

　当中間連結会計期間から「企業結合に係
る会計基準」（企業会計審議会　平成15年
10月31日）及び「事業分離等に関する会計
基準」（企業会計基準第７号）並びに「企
業結合会計基準及び事業分離等会計基準に
関する適用指針」（企業会計基準適用指針
第10号）を適用しております。
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　表示方法の変更

（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）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に
含めて表示しておりました「保険金収入」（前中間連結会
計期間206千円）については、営業外収益合計額の100分の
10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記して
おります。

　前中間連結会計期間において販売費及び一般管理費に区
分掲記しておりました「旅費交通費」（当中間連結会計期
間39,985千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100分
の10以下となったため、当中間連結会計期間より販売費及
び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。

　前中間連結会計期間まで有形固定資産として一括して
表示しておりました「土地」（前中間連結会計期間末
411,496千円）は、資産総額の100分の５を超えたため、
当中間連結会計期間より区分掲記しております。
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　注記事項

　　(中間連結貸借対照表関係)

※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

1,875,719 千円 1,945,857 千円 1,898,128 千円

※2 担保に供している資産の明細 ※2 担保に供している資産の明細 ※2 担保に供している資産の明細

建物 72,491 千円 建物 54,431 千円 建物 56,096 千円

土地 353,116 土地 207,153 土地 207,153
計 425,607 計 261,584 計 263,249

上記物件に対応する債務 上記物件に対応する債務 上記物件に対応する債務

短期借入金 781,910 千円 短期借入金 563,366 千円 短期借入金 543,362 千円

長期借入金 122,892 長期借入金 36,634 長期借入金 56,638
計 904,802 計 600,000 計 600,000

3 偶発債務 3 偶発債務 3 偶発債務

株式会社金臨門 40,500 千円 株式会社金臨門 34,500 千円 株式会社金臨門 37,500 千円

4 受取手形割引高 13,003 千円 4 受取手形割引高 13,000 千円 4 受取手形割引高 13,000 千円

※5 財務制限条項 ※5 財務制限条項 ※5 財務制限条項

(1)

(2)

(3)

(4)

※6 中間連結会計期間末日満期手形

受取手形 99,948 千円

　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末日が金融
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。

連結子会社以外の会社の金融機関か
らの借入金に対して、次のとおり債
務保証を行っております。

当中間連結会計期間末

（平成18年 9月30日）

前中間連結会計期間末

（平成17年 9月30日）

連結子会社以外の会社の金融機関か
らの借入金に対して、次のとおり債
務保証を行っております。

各連結会計年度末において、連結財
務諸表及び財務諸表の自己資本比率
が20％を下回った場合

前連結会計年度末

（平成18年 3月31日）

連結子会社以外の会社の金融機関か
らの借入金に対して、次のとおり債
務保証を行っております。

各連結会計年度末において、連結財
務諸表及び財務諸表の営業利益及び
経常利益のいずれかが２期連続赤字
となった場合

同　　　左　長期借入金のうち1,000,000千円につ
いては、下記の財務制限条項が付され
ております。下記(1)から(3)に抵触し
た場合は、該当借入金金利を１％上乗
せし、下記(4)に記載の投資有価証券を
担保として差し入れ、また下記(4)に抵
触した場合は、該当する借入金を一括
返済することとなっております。

同　　　左

投資有価証券のうち、Sapic-98
Investments Limited Principal-
protected Portfolio Fund-linked
Bonds due 2008 (Series No.:1998-
6)の運用を中途解約した場合又はこ
れを他に担保として差し入れた場合

各連結会計年度末において、有利子
負債残高が連結財務諸表で47億円、
財務諸表で45億円を上回った場合
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　　(中間連結損益計算書関係)

※1 固定資産売却損内訳 固定資産売却損内訳 固定資産売却損内訳

車両運搬具 千円 車両運搬具 70 千円 185 千円

※2 固定資産除却損内訳 固定資産除却損内訳 固定資産除却損内訳

千円 298 千円 455 千円

1,269 5,955

223 6,411

1,791

　　(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

２．配当に関する事項

　配当金支払額

（千円）

　発行済株式

合計

決議 株式の種類

4,423,420

101,492

　　普通株式

101,492

前中間連結会計期間

　至　平成17年9月30日）

車両運搬具

計

工具器具及び備品

（自　平成17年4月 1日　

185

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）

当中間連結会計期間

　  至　平成18年9月30日）

（自　平成18年4月 1日

車両運搬具375

計

3,550

3,175

前連結会計年度末
株式数(株)

建物

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

平成18年3月31日

※1

配当金の総額 １株当たり配当額

※2

※1

※2

工具器具及び備品

運搬具

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

運搬具

当中間連結会計期間末
株式数(株)

工具器具及び備品

計

101,492

　平成18年6月29日
　定時株主総会

普通株式 43,219 10.00

（円）
効力発生日

平成18年6月29日

基準日

－　 －　

－　

4,423,420

4,423,420

101,492

－　

－　

－　　　普通株式

4,423,420 －　

－　合計

　自己株式
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　　(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び預金勘定 1,501,009 千円 現金及び預金勘定 984,837 千円 現金及び預金勘定 1,514,683 千円

有価証券勘定 6,616 現金及び現金同等物 984,837 現金及び現金同等物 1,514,683
現金及び現金同等物 1,507,626

　　(リース取引関係)

　EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日　

※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

※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

※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

（自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

　至　平成17年9月30日） 　  至　平成18年9月30日） 　　至　平成18年3月31日）
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(有価証券関係)

1.その他有価証券で時価のあるもの （単位:千円)

区　　分 取得原価
中間連結貸借
対照表計上額

差　額 取得原価
中間連結貸借
対照表計上額

差　額 取得原価
連結貸借対
照表計上額

差　額

(1)株　式 44,933 132,996 88,063 49,779 149,591 99,812 47,172 171,722 124,549

(2)債　券

　　その他 2,059,093 2,531,244 472,151 2,059,093 2,766,262 707,169 2,059,093 2,813,636 754,543

(3)その他 499,100 433,473 △ 65,627 8,625 15,854 7,229 8,625 17,760 9,135

合　　　計 2,603,127 3,097,714 494,587 2,117,497 2,931,708 814,211 2,114,890 3,003,119 888,228

2.時価評価されていない主な有価証券 （単位:千円)

　  その他有価証券

　　　非上場株式 8,211 0 0

　　　ﾏﾈｰ･ﾏﾈ-ｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ 6,616 － －

14,828 0 0

(デリバティブ取引関係)

　EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(セグメント情報)

(1)事業の種類別セグメント情報

　　前中間連結会計期間､当中間連結会計期間及び前連結会計年度において､当社グループ（当社及び連結子会社）は、

　同種･同系列の事業を行っているので､事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

(2)所在地別セグメント情報

　　前中間連結会計期間､当中間連結会計期間及び前連結会計年度において､在外支店及び在外連結子会社がないため､

　該当する事項はありません。

(3)海外売上高

　　前中間連結会計期間､当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10％未満の

　ため､その記載を省略しております。

合　　　　　　計

連結貸借対照表計上額中間連結貸借対照表計上額

前中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成17年9月30日） （平成18年3月31日）

中間連結貸借対照表計上額

（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

当中間連結会計期間末 

内　　　　　容
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　　(企業結合関係)

1. 企業結合の法的形式

2. 実施する会計処理の概要

　当社を存続会社とし、日本検査コ
ンサルタント株式会社を消滅会社と
する吸収合併。

　上記の合併は、共通支配下の取引
に該当するため、内部取引としてす
べて消去しております。

　至　平成17年9月30日） 　  至　平成18年9月30日） 　　至　平成18年3月31日）

　当社は、非破壊検査業務及び計測
診断業務の強化及び発展並びに経営
の効率化を図るため、平成18年４月
１日付で子会社である日本検査コン
サルタント株式会社と合併いたしま
した。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成17年4月 1日　 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額 800円10銭 １株当たり純資産額 887円77銭 １株当たり純資産額 866円02銭

１株当たり中間純利益  81円98銭 １株当たり中間純利益  42円18銭 １株当たり当期純利益  87円56銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間（当期）純利益（千円） 354,317 182,315 407,419

普通株主に帰属しない金額 －　 －　 29,000

（千円）

（うち利益処分による （－） （－） (29,000)

役員賞与金）

普通株式に係る中間（当期） 354,317 182,315 378,419

純利益（千円）

普通株式の期中平均株式 4,322,008 4,321,928 4,322,002

数（株)

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）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
 （自　平成17年4月 1日

　至　平成17年9月30日）

（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

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）

（自　平成17年4月 1日

　  至　平成18年3月31日）

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、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。
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２．施工、受注及び販売の状況

(1) 施工実績

当中間連結会計期間における施工実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位:千円)

施工高
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

部門等の名称 （自 平成17年4月 1日　 （自 平成18年4月 1日　 （自 平成17年4月 1日　

　至 平成17年9月30日） 　至 平成18年9月30日） 　至 平成18年3月31日）

検　　　査 3,578,673 3,666,021 6,828,288

計　　　測 319,014 279,757 714,987

焼　　　鈍 150,667 136,708 256,406

合　　　計 4,048,354 4,082,486 7,799,682

(注)1.金額は、販売価格によっております。

    2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当中間連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位:千円)

受注高 受注残高
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

部門等の名称 （自 平成17年4月 1日　 （自 平成18年4月 1日　 （自 平成17年4月 1日　 （平成17年 9月30日） （平成18年 9月30日） （平成18年 3月31日）

　至 平成17年9月30日） 　至 平成18年9月30日） 　至 平成18年3月31日）

検　　　査 3,993,271 3,727,905 7,278,561 2,811,289 2,906,756 2,978,191

計　　　測 213,603 322,429 756,548 405,228 585,270 542,599

焼　　　鈍 128,306 159,811 289,529 70,696 149,284 126,180

合　　　計 4,335,181 4,210,145 8,324,639 3,287,214 3,641,311 3,646,971

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

    

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(単位:千円)

販売高
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

部門等の名称 （自 平成17年4月 1日　 （自 平成18年4月 1日　 （自 平成17年4月 1日　

　至 平成17年9月30日） 　至 平成18年9月30日） 　至 平成18年3月31日）

検　　　査 3,728,560 3,799,340 6,846,947

計　　　測 319,448 279,757 725,023

焼　　　鈍 150,667 136,708 256,406

合　　　計 4,198,676 4,215,806 7,828,377
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