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平成18年9月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、前年中間期及び前期の数値並びに対前年中間期増減率は

記載しておりません。 

 

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                                  （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 3,240    (   ― ) △ 44    (   ― ) △ 50    (   ― ) 

17年9月中間期  ―    (   ― )  ―    (   ― )  ―    (   ― ) 

18年3月期  ―    (   ― )  ―    (   ― )  ―    (   ― ) 
 

 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 △ 42    (   ― ) △ 10     12  ―     ―  

17年9月中間期  ―    (   ― )  ―     ―  ―     ―  

18年3月期  ―    (   ― )  ―     ―  ―     ―  

(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 4,160,927株  17年9月中間期 ― 株    18年3月期 ― 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 

 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 8,203     2,544    31.0     611    62  

17年9月中間期  ―      ―     ―      ―    ―  

18年3月期  ―      ―     ―      ―    ―  

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

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 288     △ 46    △218     157    

17年9月中間期   ―        ―      ―     ―    

18年3月期   ―        ―      ―     ―    

 
(4) 連結範囲及び持分法適用に関する事項 

連結子会社数  １社    持分法適用非連結子会社数  ― 社    持分法適用連結関係会社数  ― 社 
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規)  １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） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

通  期 9,250   250   100   

 (参考) １株当たり予想当期純利益(通期)    24円 03銭 
 

※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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１. 企業集団の状況 

当社グループは、当社および子会社１社で構成され、建物外壁防水工事(シーリング)、外壁改修工事

(リニューアル)を主な内容として事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりでありま

す。 

(1) 建設工事業 

当社は建物外壁防水・改修工事を主たる業務として行っております。 

(2) その他の事業 

連結子会社㈱テクマは建築資機材等の賃貸・販売等を行っており、当社はその一部を貸借・購入し

ております。また今年5月より新規にグラフィックス事業を開始いたしました。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

当     社 

グラフィックス
事業の受注 

グラフィックス
事業の販売

防水・改修工事の受注

建築資機材等の発注 

建築資機材等の賃貸・販売

工事施工

得     意     先 

㈱  テ   ク   マ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「技術力・施工力・企画提案力を総合的に強化育成し顧客ニーズに合う高品質の商品を提供

するとともに、専門業者としての見識を再構築し企業イメージの向上を図る」ことを経営の基本方針と

し、建物防水事業を通じて社会の発展に貢献してまいります。また効率経営の徹底および収益性の向上

による経営基盤の強化を図ることで企業価値の最大化に努めてまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を最も重要な経営課題の一つと位置付けてお

り、業績に裏づけられた成果配分を安定して行うことを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい情勢が続くものと予想され

ますので、長期安定的な経営基盤の確立に向けて財務体質の強化に努めるとともに、事業基盤拡充を図

るための有効投資を行い、株主の皆様のご期待に応えてまいる所存であります。 
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(3) 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

投資単位の引き下げは、投資家層の拡大や株主の流動化を高める上で有効な施策の一つと認識してお

ります。今後、株券不発行制度導入を見据え、株式市場の要請や当社株式の流通状況を勘案し慎重に対

処してまいりたいと考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標と致しましては、安定した経営を持続していくため、売上高経常利益率、

株主資本比率、１株当たり当期純利益などの指標の向上をめざしております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

建設市場においては、住宅を含む設備投資の増加に伴う民間工事は増加基調で推移するものと期待さ

れますが、官公庁工事は減少傾向にあり市場規模の縮小は避けられないものと予想され、依然として厳

しい経営環境が継続するものと推察されます。 

このような状況のもと、当社グループは「安心企業を目指す」を会社方針として掲げ、高層ビルの外

壁防水(シーリング)工事・外壁改修(リニューアル)工事のトップ企業として、お客様の満足を実現する

ため技術力、施工力、企画提案力の一層の強化を図り高品質の商品を提供することで、受注の維持拡大、

収益力と競争力の向上を目指し強固な経営基盤の構築に努めてまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社グループは高層ビルの外壁防水(シーリング)工事、外壁改修(リニューアル)工事を主とし､永年

にわたる技術力の強化と品質管理能力の向上を図ることにより「信頼ある品質」はお客様より高い評価

を得ております。この伝統と信頼を更に発展させて高品質な商品を提供し続けることで、受注の維持拡

大や収益力と競争力が得られるものと確信し、社員一丸となって諸施策に取り組んでまいります。 

受注につきましては、建築市場の市場規模が縮小傾向にあるなか、首都圏においてはオフィスビルや

高層マンションの新築工事が続いており、当社としては、シーリング市場の受注に向けて総合企画提案

能力を結集し積極的な営業活動を行ってまいります。また、これまで整備蓄積されてきた建築物を有効

に活用するための維持補修(リニューアル)市場が拡大を続けるものとみられております。このリニュー

アル市場を捕捉するべく、過去の工事実績の施工プロセス等優位性を活用し受注活動を展開してまいり

ます。 

情報化につきましては、情報システムの再構築を行うほか作業現場をネットワークする新原価システ

ムの構築を検討するなど、情報技術の活用による業務の省力化と迅速化を進めてまいります。 

経営管理面においては、組織や仕事の仕組みを見直すとともに品質、環境、安全衛生の継続的改善に

取り組み、教育制度を充実させ社員の能力向上と併せ企業の総合力を高めてまいります。またホームペ

ージの刷新によりＩＲ情報の公開に向け適時且つ適切な情報開示に努めるとともに、コンプライアンス

体制の維持および内部監査体制の強化により、会社法等関係法令への適切な対応、内部統制システムの

整備等に取り組んでまいります。 

 

(7) 親会社等に関する基本方針 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

(9) その他会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３. 経営成績および財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業の設備投資を牽引役に、個人消費が回復傾向にあるなど景

気は緩やかに拡大してまいりました。しかしながら、金利の先高感、原油価格高騰の長期化および米国

景気の減速感などの不安材料もあり、先行き依然として不透明感の残る状況で推移しました。 

建設業界におきましては、公共投資の減少傾向に加え、競争環境の激化は変らず厳しい経営環境が続

いております。一方で民間設備投資は国内企業の収益改善に伴い持ち直しを見せており、比較的好調に

推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループは受注確保を最重点課題として「総合営業力の結集」を円滑

にするため、事業統括室を新設するなど組織体制の一部見直しを実施し営業体制の整備を行いました。 

この結果、当中間連結会計期間における完成工事高につきましては、32億40百万円となりました。 

損益面におきましては、営業損失44百万円、経常損失50百万円、中間純損失42百万円となりました。 

なお、個別業績は、当中間会計期間の受注高は47億4百万円(前年同期比9.3％減)、完成工事高は32億

28百万円(前年同期比15.5％増)、中間純損失は23百万円(前年同期は1億68百万円の損失)となりました。 

 

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。 

(建設工事業) 

売上高につきましては、完成工事物件の増加によりまして32億28百万円となりました。営業利益に

つきましては5百万円の損失となりました。 

(その他の事業) 

売上高につきましては、グラフィックス事業部の影響はほとんどなく11百万円となりました。営業

利益につきましては10百万円の損失となっております。 

 

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という)の残高は前期末に比べ売上

債権の減少などにより23百万円増加しました。この結果、資金の当中間連結期末残高は1億57百万円と

なりました。 

(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2億88百万円となりました。 

(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46百万円の減少となりました。 

(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2億18百万円の減少となりました。 
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なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成18年9月期 

自己資本比率           (％) 31.0

時価ベース自己資本比率      (％) 23.3

債務償還年数           (年) ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ― 

(注) 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

1. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   株式時価総額は、期末株価終値×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。 

2. 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

   営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用してお

ります。また、有利子負債は、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. 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 

   利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

4. 債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、中間期の営業キャッシュ･フローの

変動が毎期大きく、通期と比較することの有効性が低いと判断し、記載を省略しております。 

 

(3) 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、引き続き民間設備投資が好調なことや雇用環境の改善な

どから、景気は安定的成長が続くと見込まれております。しかしながら資材価格の上昇、原油価格高騰

の長期化および米国経済の減速感など不安材料を抱えたまま推移するものと思われます。 

建設業界を取り巻く環境におきましても、好調な企業業績を背景とした民間設備投資に期待が持たれ

ますが、公共投資は縮少傾向の継続が予測されることから全体として厳しい受注環境が続くものと予想

されます。 

このような事業環境のなかにおいて当社といたしましては、良質な工事案件の受注に全精力を投入す

るとともに経営全般の効率化に努めてまいる所存であります。 

これらにより通期の見通しといたしましては、完成工事高92億50百万円、経常利益2億50百万円、当

期純利益1億円を見込んでおります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるリスクについては、次のよう

なものがあります。当社グループは以下のリスクを認識した上で発生の抑制・回避に努めてまいりま

す。 

① 経済状況 

当社グループの事業活動は主として首都圏地域を中心に行っており、この地域のおける景気の後退、

回復遅延など景気変動に大きく影響を受けます。また、競合する他社との受注競争の激化等により、

低採算化、収益力の低下など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 資材価格の変動 

当社グループは建物の防水工事業を主としており、ゼネコンやお客様との契約時から工事完了時ま

での工期が長くなることが多く、その間に防水材など原材料の急激な高騰も予想され、請負代金に反

映させることが困難な場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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③ 業績の変動 

当社グループの属する建設業界における業績については、工事が通常長期に亘ること、また売上の

計上が工事完成後となり竣工時期が年度末になることが多いなどの要因により、完成工事高の計上が

下半期に偏る傾向があります。 

④ 得意先の倒産等 

当社グループは受注先の与信管理の強化に努めておりますが、受注契約時から入金されるまでの間

相手先の信用リスクを抱えているため、受注先の予期せぬ経営・財務状態の悪化により、債権等の回

収が困難となる事態が発生する可能性があります。 

⑤ 製品の欠陥 

当社グループの主な業務である建物の防水工事において品質管理には万全を期しておりますが、工

事目的物に瑕疵工事が全くないという保証はありません。そのため、瑕疵担保責任による損害賠償が

発生した場合、当社グループ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 

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金預金  733,460

受取手形 ※３ 332,781

完成工事未収入金  881,226

未成工事支出金  4,486,473

その他たな卸資産  7,817

その他  215,419

貸倒引当金  △4,937

流動資産合計  6,652,241 81.1

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 ※１ 

建物 ※２ 251,501

土地 ※２ 551,163

その他  77,272

有形固定資産合計  879,937 10.7

無形固定資産 ※２ 22,340 0.3

投資その他の資産 ※２ 

保険積立金  229,920

その他  482,088

貸倒引当金  △63,411

投資その他の資産合計  648,597 7.9

固定資産合計  1,550,874 18.9

資産合計  8,203,116 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形  663,877

工事未払金  751,533

短期借入金  1,265,520

未払法人税等  6,817

未成工事受入金  2,381,571

完成工事補償引当金  3,727

賞与引当金  42,997

その他  37,487

流動負債合計  5,153,532 62.8

Ⅱ 固定負債  

長期借入金  411,700

退職給付引当金  81,749

負ののれん  11,232

固定負債合計  504,681 6.2

負債合計  5,658,214 69.0

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金  885,697

資本剰余金  1,263,412

利益剰余金  482,507

自己株式  △122,855

株主資本合計  2,508,761 30.6

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  2,544,901 31.0

負債純資産合計  8,203,116 100.0
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② 中間連結損益計算書 

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  

完成工事高  3,240,817 100.0

Ⅱ 売上原価  

完成工事原価  2,878,198 88.8

売上総利益  

完成工事総利益  362,619 11.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 407,075 12.6

営業損失(△)  △44,456 △1.4

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  394

負ののれん償却額  1,248

その他  23,662

営業外収益合計  25,304 0.8

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  18,445

その他 ※２ 12,735

営業外費用合計  31,181 1.0

経常損失(△)  △50,332 △1.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 18,593 0.6

Ⅶ 特別損失  285 0.0

税金等調整前中間純損失(△)  △32,025 △1.0

法人税、住民税及び事業税  3,517

法人税等調整額  6,582 0.3

中間純損失(△)  △42,124 △1.3
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③ 中間連結剰余金計算書 

当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、「中間連結剰余金計算書」は作成しておりませ

ん。 

 

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） 

株主資本 
項目 

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) 885,697 1,263,412 542,506 △122,568 2,569,047

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △17,374  △17,374

中間純損失 △42,124  △42,124

役員賞与 △500  △500

自己株式の取得 △287 △287

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) ― ― △59,998 △287 △60,285

平成18年9月30日残高   (千円) 885,697 1,263,412 482,507 △122,855 2,508,761

 

評価・換算差額等 
項目 

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) 40,421 40,421 2,609,469

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △17,374

中間純損失  △42,124

役員賞与  △500

自己株式の取得  △287

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) △4,281 △4,281 △4,281

中間連結会計期間中の変動額 
合計          (千円) △4,281 △4,281 △64,567

平成18年9月30日残高   (千円) 36,140 36,140 2,544,901

(注) 当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成18年3月31日残高は個別財務諸表の数値であり

ます。 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失(△)  △32,025

減価償却費  20,005

負ののれん償却額  △1,248

貸倒引当金の減少額  △14,871

賞与引当金の減少額  △8,626

完成工事補償引当金の減少額  △3,106

退職給付引当金の減少額  △6,737

受取利息及び受取配当金  △1,801

支払利息  18,445

手形売却損  6,409

売上債権の減少額  967,665

未成工事支出金の増加額  △1,344,069

その他たな卸資産の増加額  △1,067

保険積立金の増加額  △8,656

仕入債務の減少額  △128,749

未成工事受入金の増加額  1,003,908

役員賞与の支給額  △500

その他  △55,541

小計  409,434

利息及び配当金の受取額  1,714

利息の支払額  △18,308

法人税等の支払額  △104,180

営業活動によるキャッシュ・フロー  288,660

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  △576,183

定期預金の払戻による収入  576,179

有形固定資産の取得による支出  △86,264

有形固定資産の売却による収入  1,000

投資有価証券の取得による支出  △181

投資有価証券の売却による収入  3,705

長期貸付金の回収による収入  2,912

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による収入 

※２ 30,733

その他  1,581

投資活動によるキャッシュ・フロー  △46,515

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  △109,720

長期借入金の返済による支出  △291,200

長期借入金の借入れによる収入  200,000

自己株式の取得による支出  △287

配当金の支払額  △17,374

財務活動によるキャッシュ・フロー  △218,581

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  23,563

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  133,713

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末残高 ※１ 157,277
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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 
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 連結の範囲に関する事項 連結子会社数   １社 

連結子会社の名称 ㈱テクマ 

２ 持分法の適用に関する事項 当社には非連結子会社及び関連会社はありません。 

３ 連結子会社の中間決算日等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間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 

 

 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 デリバティブ 

時価法 

 たな卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

 材料貯蔵品 

総平均法による原価法 

(2) 重要な減価償却資産の

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。 

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。 

(3) 重要な引当金の計上基

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。 

 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、当中間連

結会計期間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。 

 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

中間連結会計期間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。 

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。 
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項目 
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) 

(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。 

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。 

(5) 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 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。 

 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。 

５ 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・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。 

 

会計処理の変更 

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) 

(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、2,544千円であります。 

中間連結財務諸表等規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表

は、改正後の中間連結財務諸表等規則により作成しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   494,598千円 

※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
 
※３ 当中間連結会計期間末日満期手形 

当中間連結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。当連結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 

 

(中間連結損益計算書関係) 

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 販売費及び一般管理費のうち主なもの 

従業員給与手当          163,016千円 

役員報酬              50,190千円 

賞与引当金繰入額          35,926千円 

※２ 営業外費用(その他)のうち主なもの 

手形売却損             6,409千円 

※３ 特別利益のうち主なもの 

貸倒引当金戻入額          14,871千円 

完成工事補償引当金戻入額      3,106千円  

４ 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、連結会計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。 

 

(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. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 4,505,757 ― ― 4,505,757

 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

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。 

 

３. 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23日 
定時株主総会 

普通株式 16,646 4 平成18年3月31日 平成18年6月23日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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 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残高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) 

現金預金勘定 733,460千円

預入れ期間が３ヶ月を超える 
定期預金等 

576,183千円

現金及び現金同等物 157,277千円
 
※２ 株式の取得により、新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に株式取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりです。 

株式会社テクマ 

流動資産 69,426千円

固定資産 10,459千円

流動負債 △46,506千円

固定負債 △10,899千円

負ののれん △12,480千円

株式の取得価額 10,000千円

現金及び現金同等物 40,733千円

株式の取得による収入 30,733千円
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セグメント情報 

１. 事業の種類別セグメント情報 

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) 

 
建設工事業 
(千円) 

その他の事業
(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 3,228,898 11,919 3,240,817 ―  3,240,817 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― 67,053 67,053 (67,053) ― 

計 3,228,898 78,972 3,307,870 (67,053) 3,240,817 

営業費用 3,234,719 89,898 3,324,617 (39,344) 3,285,273 

営業利益又は営業損失(△) △5,821 △10,925 △16,747 (27,709) △44,456 

(注) １ 事業の区分は、日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 建設工事業･････建物外壁防水工事、改修工事、その他防水工事に関する事業 

(2) その他の事業･･･建築資機材の賃貸・販売に関する事業およびグラフィックスフィルムのデザイン・

印刷・施工に関する事業 

 

２. 所在地別セグメント情報 

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) 

本邦以外の国また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。 

 

３. 海外売上高 

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) 

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

リース取引関係 

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) 

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 7,876千円

中間期末残高相当額 13,604千円
 
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
 

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。 

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 

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。 
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有価証券関係 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日現在) 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

 (千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

株  式 36,434 97,379 60,944

合  計 36,434 97,379 60,944

 

２. 時価評価されていない有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

 (千円) 

その他有価証券 

優先株式 50,000

合  計 50,000

 

デリバティブ取引関係 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

金利関連 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等のうち
１年超(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

スワップ取引  

金利スワップ取引  
市場取引 
以外の取引 

受取変動・支払固定 116,720 ― △200 △200

合   計 116,720 ― △200 △200

(注) 時価の算定方法･･･時価及び評価損益は取引契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 
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１株当たり情報 

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株当たり純資産額            611.62円 

１株当たり中間純損失(△)        △ 10.12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。 

 

(注) 算定上の基礎 

   １. １株当たり純資産額 

項目 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の純資産の部の合計額    (千円) 2,544,901 

普通株式に係る純資産             (千円) 2,544,901 

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株当たり中間純損失 

項目 
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) 

中間連結損益計算上の中間純損失(△)      (千円) △42,124 

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(△)         (千円) △42,124 

普通株式の期中平均株式数            (株) 4,160,927 

 

重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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