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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 （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 5,682 △6.1 239 △29.8 347 △26.1

17年９月中間期 6,051 2.8 341 107.6 470 75.4

18年３月期 15,657 738 999

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 276 89.0 16 30 －  

17年９月中間期 146 89.1 8 62 －  

18年３月期 529 30 30 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 33百万円 17年９月中間期 7百万円 18年３月期 24百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 16,940,665株 17年９月中間期 16,942,498株 18年３月期 16,942,110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 （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 26,498 20,741 78.2 1,222 98

17年９月中間期 26,103 19,844 76.0 1,171 32

18年３月期 26,527 20,901 78.8 1,232 84

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 16,940,665株 17年９月中間期 16,941,965株 18年３月期 16,940,665株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 1,326 △183 △169 2,181

17年９月中間期 △1,214 165 63 463

18年３月期 △1,520 1,420 △137 1,205

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 14,900 1,000 550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 32円47銭

※　業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内

在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算

短信（連結）添付資料５ページの３．経営成績及び財政状態（５）通期の見通しをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社４社、関連会社１社、その他の関係会社１社で構成され、船舶用機器、陸上用機器、

水処理装置、消音冷熱装置等の製造および販売を主な内容とした事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に関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。なお、事業

の種類別セグメントと同一の区分であります。

船舶用機器事業

　当部門においては、船舶用海水淡水化装置、熱交換器、エゼクタ、脱気器、汚水処理装置、油水分離器等の製造販

売をしております。

　（主な関係会社）

　㈱笹倉サービスセンター（連結子会社）が製造販売しております。㈱笹倉サービスセンターに据付運転やアフター

サービス業務の一部を委託しております。㈱笹倉サービスセンターの製品を当社が仕入れ、販売しております。㈱笹

倉サービスセンターとSASAKURA INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LTD（非連結子会社）が当社の一部製品の販売代理を行って

おります。

　P.T.SASAKURA INDONESIA（連結子会社）に当社の一部製品の外注加工を委託しております。

陸上用機器事業

　当部門においては、空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール、省エネルギー用熱交換器

等の製造販売をしております。

　（主な関係会社）

　P.T.SASAKURA INDONESIAが製造販売しております。

水処理装置事業

　当部門においては、陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等の製造販売をし

ております。

　（主な関係会社）

　P.T.SASAKURA INDONESIAが製造販売および当社の一部製品の販売代理をしております。ARABIAN COMPANY AND 

SASAKURA FOR WATER AND POWER（持分法適用関連会社）が海水淡水化新規プラントの販売と既設プラントのリハビリ

（機能回復・延命）工事を行っております。P.T.SASAKURA INDONESIAに当社の一部製品の外注加工を委託しておりま

す。

消音冷熱装置事業他

　騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器等の製造販売のほか、駐車場経営等をしております。

　（主な関係会社）

　㈱セック（連結子会社）が製造販売しております。㈱セックに当社の一部製品の外注加工を委託しております。

　㈱笹倉サービスセンターが当社の一部製品の販売代理を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 
得意先 

当社 

船舶用機器 消音冷熱装置 陸上用機器 水処理装置 その他 

子会社 
SASAKURA 
INTERNATIONAL 
(H.K.)CO.,LTD. 

子会社 
㈱笹倉サービスセンター 

［※連結子会社］ 

子会社 
㈱セック 

［※連結子会社］ 

子会社 
P.T.SASAKURA INDONESIA 

［※連結子会社］ 

関連会社 
ARABIAN COMPANY 
AND SASAKURA FOR 
WATER AND POWER 

［※持分法適用 
関連会社］ 

その他の関係会社 
㈱笹興 

（重要な営業取引なし） 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「社業を通じて社会の進歩に貢献する」を社是に掲げ、「水を造り、熱を活かし、音を究め、よ

りよい環境をつくるササクラ」を経営理念として、社会に貢献する事業展開をいたしております。加えて「顧客満足

度の向上」をグループ共通の経営理念に掲げ、これまでに培ってきた独自の技術、経験、ノウハウを活かし、お客様

に喜んでいただける製品、サービスを提供する事により、グループ企業の発展に資すよう努めております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループの配当政策の基本的な考え方は、企業体質強化のため将来の研究開発投資、設備投資に備えて、内部

留保に努めながら、株主への配当については、将来にわたって、安定配当を目指す方針であります。配当金額は、業

績、配当性向、事業環境等を勘案して決定いたします。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社グループは、個人投資家の投資拡大は株式市場の活性化に不可欠であり、投資単位の引下げがその誘引の一つ

であると認識しております。しかしながら、当社グループとしましては、今後の株式市場および株価に注目しつつ慎

重に対処していく所存であります。

(4）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループといたしましては、変化の厳しい企業環境の中で、当社グループが継続的に発展し、社会の進歩に貢

献していくためには、さらに顧客満足度を高めてお客様の信頼を一層厚いものにし、ササクラブランドを愛していた

だけるよう社員一人ひとりが自らの存在価値をさらに高め、「お客様に信頼され、繰り返し指名される企業」を目指

して行かなければなりません。この企業目標を実現するために、平成18年を初年度とする第５次中期経営計画を策定

し、お客様に密着した営業活動の展開によるニーズの早期発掘とその実現、生産効率の向上によるコスト削減、コア

技術の基盤整備と技術の伝承、品質管理の徹底を推進して行くことにしております。

　これらを着実に果たしていくことで、お客様にとっての当社グループの存在価値を高め、お客様への技術提案力を

一層強化することができると考えております。さらに新技術・新事業展開にも積極的に取り組み業績向上に努力する

所存であります。

　また、サウジアラビアのARABIAN COMPANY AND SASAKURA FOR WATER AND POWER（持分法適用関連会社)を拠点にした

海水淡水化事業の強化を図るとともに、変化し続ける顧客の要望に即応した新製品・新技術を開発し、顧客と共に検

証する場として、「ササクラ テクノプラザ」を積極的に活用してまいります。　

(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）
親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所

株式会社　笹興
上場会社が他の会社の関係会社で

ある場合における当該他の会社
41.7 なし

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けなど

　株式会社笹興は当社の関係会社（その他の関係会社）であり、当社の議決権の41.7％を所有する筆頭株主であり

ます。

　同社と当社との間には、重要な営業取引はありません。

　また、同社の代表取締役社長　笹倉敏彦は、当社の代表取締役社長であります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間連結会計期間の概要

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高騰により先行き不透明感が残るものの、輸出の増加と民間設備

投資の拡大に伴い企業収益は引き続き堅調で、個人消費も底堅く、景気は概ね順調に推移しました。

　このような状況下におきまして、当社グループは、積極的な営業活動を展開してまいりましたが、当中間連結会計

期間における受注高は、船舶用機器事業は好調であったものの、他の事業が低迷し、ほぼ前年同期並みの69億42百万

円（前年同期比2.0％減）となりました。売上高については船舶用機器事業および消音冷熱装置事業は増加したものの、

陸上用機器事業、水処理装置事業は減少し、56億82百万円（同6.1％減）となりました。損益面では、売上高の減少お

よび売上原価率が上昇したことにより、営業利益は２億39百万円（同29.8％減）、経常利益は３億47百万円（同

26.1％減）となりました。当中間純利益は、前年同期に計上された減損損失や工事補償特別損失もなく、２億76百万

円（同89.0％増）となりました。当中間連結会計期間末の受注残高は、前年下半期に受注したサウジアラビア向け海

水淡水化装置の受注が寄与し207億39百万円（同67.2％増）となりました。

(2）当中間連結会計期間の事業部門別概要

　船舶用機器事業は、海運業界の高水準な新造船建造機運と造船各社の豊富な受注残高を背景に、当中間連結会計期

間の受注高は17億77百万円（前年同期比47.0％増）、売上高は15億46百万円（同22.8％増）となり、当中間連結会計

期間末の受注残高は、28億21百万円（同48.1％増）となりました。

　陸上用機器事業は、石油製品市況の好転から石油精製業界の設備投資意欲は前期に引き続き旺盛ながら、同業界向

け空冷式熱交換器の受注案件が少なかったこと、都市ゴミ焼却プラント向け同機器の受注が依然として振るわなかっ

たことから、当中間連結会計期間の受注高は12億61百万円（同14.7％減）となりました。売上高は空冷式熱交換器の

売上が少なかったため７億76百万円（同38.8％減）となり、当中間連結会計期間末の受注残高は、37億42百万円（同

95.7％増）となりました。

　水処理装置事業は、民需向け蒸発濃縮装置の受注は引き続き好調でありましたが、中東諸国向け海水淡水化装置の

発注が遅れ、当中間連結会計期間の受注高は31億29百万円（同5.9％減）となりました。売上高については蒸発濃縮装

置の売上は増加したものの、海水淡水化装置関連が減少したため、25億66百万円（同9.2％減）となりました。当中間

連結会計期間末の受注残高は、前年下半期に受注したサウジアラビア向け海水淡水化装置の受注が寄与し、133億71百

万円（同82.9％増）となりました。

　消音冷熱装置事業他は、官公需・民需向けとも引き続き厳しい状況にあり、当中間連結会計期間の受注高は７億73

百万円（同27.7％減）となりました。売上高は７億93百万円（同14.1％増）となり、当中間連結会計期間末の受注残

高は、８億４百万円（同37.1％減）となりました。

(3）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」いう）は、前連結会計年度末と比べ９億76百万円

増加し、当中間連結会計期間末には21億81百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等がありましたが、売上債権の減少や仕入債務の増加等

により、資金は13億26百万円の増加（前年同期は12億14百万円の減少）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却、償還による収入等がありましたが、有形固定資産の取得

による支出や投資有価証券の取得による支出等により、資金は１億83百万円の減少（前年同期は１億65百万円の増加）

となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、資金は１億69百万円の減少（前年同期は63百万円

の増加）となりました。

（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成17年９月期 平成18年９月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 76.0 78.2 78.8

時価ベースの自己資本比率（％） 62.8 76.7 83.0

債務償還年数（年） － 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 6,023.3 －

　（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

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

平成17年９月期および平成18年３月期については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、

債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。
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(4）事業等のリスク

１．海外向け海水淡水化プラント工事に係るもの

　海外向け海水淡水化プラント工事は、一工事の請負金額が大きい上、完成までに長期間を要します。このため、

工事の遅延によっては売上高や利益に影響を与える可能性があります。

　また、各国における予期しない法規制、政治情勢の変化、テロや紛争等のリスクも考えられます。当社グループ

としては、危機管理体制をしいて情報の早期収集と出張者の安全確保に努力しておりますが、これらの事象が発生

した場合は経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。

２．為替相場の変動リスクに係るもの

　海外向け海水淡水化プラント工事は現地通貨建てが主流であり、また海外向け船舶用機器の販売は米国ドル建て

が主流であり、為替変動の影響を避けるため、外貨建ての海外調達を増やすことによりリスクヘッジを心がけてい

ます。為替変動の影響を受ける部分は為替予約等によりリスクヘッジを行っていますが、為替予約を行わない部分

については為替の変動により影響を受ける可能性があります。

３．金属材料の価格及び需給関係に係るもの

　中国を中心とした旺盛な海外需要を背景に、銅・チタン・アルミ等の金属材料を中心に価格が急騰し、あるいは

高止まり傾向が続いております。価格上昇分を製品価格に反映すべく努力していますが、既受注品については価格

転嫁が難しく、今後原材料価格の上昇の度合いによっては当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。

また、原材料価格の急騰に加え、今後の需給環境によっては、受注活動、納期管理、採算性等に影響を及ぼすおそ

れがあります。

(5）通期の見通し

　今後のわが国経済は、民間設備投資および個人消費が引き続き堅調に推移するものと思われますが、原材料価格の

高騰・需給逼迫が長期にわたり継続すると予測され、また円高進行への懸念や混迷の度を深める国際情勢など、引き

続き予断を許さない状況にあります。

　当社グループを取り巻く事業環境は、新造船建造機運や石油業界の設備投資機運、ならびに中東諸国のインフラ整

備計画等により当面好調に推移するものと予想されます。当社グループとしましては、これらの需要に対応し、堅調

な受注を確保するため、引き続き生産性の向上を中心としたコストの削減に努めるとともに、品質管理の徹底、研究

開発の推進により、経営基盤の強化を図り、顧客満足度のさらなる向上を目指します。また昨年９月に竣工した新研

究所「ササクラ　テクノプラザ」は、変化し続ける顧客の要望に即応した新製品・新技術を開発し検証する場として、

今後も引き続き顧客と一体となって有効に活用していく所存であります。

　平成19年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高149億円（前年同期比4.8％減）、経常利益10億円（同

0.1％増）、当期純利益は５億50百万円（同3.9％増）を見込んでおります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   463,296   2,181,744   1,205,535  

２　受取手形及び売掛
金

※１  7,232,766   6,516,784   9,004,759  

３　有価証券   1,456,640   686,836   386,843  

４　たな卸資産   3,698,508   3,894,923   2,243,609  

５　前渡金   227,792   33,078   56,002  

６　前払費用   184,504   205,326   68,390  

７　繰延税金資産   313,201   275,028   269,862  

８　その他   147,682   113,112   116,486  

貸倒引当金   △8,952   △3,647   △10,188  

流動資産合計   13,715,440 52.5  13,903,187 52.5  13,341,300 50.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物  5,308,514   5,380,612   5,347,576   

減価償却累計額  3,381,174 1,927,339  3,497,609 1,883,003  3,446,541 1,901,035  

(2）機械装置及び運
搬具

 2,099,449   2,118,345   2,098,886   

減価償却累計額  1,737,384 362,064  1,777,644 340,701  1,751,217 347,669  

(3）工具器具及び備
品

 880,216   901,253   879,818   

減価償却累計額  743,003 137,213  755,083 146,169  731,662 148,156  

(4）土地   1,836,581   1,928,923   1,839,457  

(5）建設仮勘定   6,121   4,584   10,191  

有形固定資産合計   4,269,320 16.4  4,303,382 16.2  4,246,510 16.0

２　無形固定資産   9,746 0.0  7,050 0.0  8,398 0.0

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   7,737,052   7,911,653   8,546,336  

(2）長期前払費用   38,459   41,262   50,306  

(3）繰延税金資産   63,440   60,001   64,107  

(4）その他   351,584   317,701   321,491  

貸倒引当金   △81,676   △45,667   △50,939  

投資その他の資産
合計

  8,108,860 31.1  8,284,949 31.3  8,931,303 33.7

固定資産合計   12,387,928 47.5  12,595,383 47.5  13,186,212 49.7

資産合計   26,103,368 100.0  26,498,570 100.0  26,527,512 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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　支払手形及び買掛
金

  1,230,067   1,396,726   1,088,260  

２　短期借入金   200,000   －   －  

３　未払費用   76,627   103,134   103,701  

４　未払法人税等   16,769   102,190   163,247  

５　前受金   763,816   70,227   31,632  

６　賞与引当金   246,843   280,008   246,650  

７　工事補償等引当金   168,000   175,000   229,000  

８　その他   700,897   526,378   496,826  

流動負債合計   3,403,022 13.0  2,653,666 10.0  2,359,319 8.9

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   643,246   817,672   980,373  

２　退職給付引当金   1,950,291   1,952,525   1,984,412  

３　役員退職引当金   242,539   264,984   260,612  

４　その他   －   68,630   22,895  

固定負債合計   2,836,077 10.9  3,103,813 11.7  3,248,294 12.2

負債合計   6,239,100 23.9  5,757,479 21.7  5,607,613 21.1
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   19,759 0.1  － －  18,889 0.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,220,000 8.5  － －  2,220,000 8.4

Ⅱ　資本剰余金   1,442,574 5.5  － －  1,442,574 5.4

Ⅲ　利益剰余金   15,617,891 59.8  － －  16,001,056 60.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  925,654 3.6  － －  1,591,048 6.0

Ⅴ　為替換算調整勘定   35,183 0.1  － －  44,949 0.2

Ⅵ　自己株式   △396,794 △1.5  － －  △398,618 △1.5

資本合計   19,844,508 76.0  － －  20,901,009 78.8

負債、少数株主持分
及び資本合計

  26,103,368 100.0  － －  26,527,512 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   － －  2,220,000 8.4   － －

　２　資本剰余金   － －  1,442,574 5.5   － －

　３　利益剰余金   － －  16,091,916 60.7   － －

　４　自己株式   － －  △398,618 △1.5   － －

　　株主資本合計   － －  19,355,872 73.1   － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評

価差額金
  － －  1,385,676 5.2   － －

　２　繰延ヘッジ損益   － －  △66,734 △0.3   － －

　３　為替換算調整勘定   － －  43,218 0.2   － －

評価・換算差額等合

計
  － －  1,362,160 5.1   － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  23,057 0.1   － －

純資産合計   － －  20,741,090 78.3   － －

負債純資産合計   － －  26,498,570 100.0   －  －
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(2) 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）

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）

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   6,051,907 100.0  5,682,689 100.0  15,657,340 100.0

Ⅱ　売上原価   4,641,033 76.7  4,397,867 77.4  12,461,723 79.6

売上総利益   1,410,873 23.3  1,284,821 22.6  3,195,617 20.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１　支払運賃  92,672   72,175   278,252   

２　特許権使用料  6,445   6,102   15,928   

３　販売手数料  75,159   53,595   248,630   

４　広告宣伝費  7,776   9,943   19,508   

５　貸倒引当金繰入額  3,602   167   5,347   

６　役員報酬  51,540   64,549   105,222   

７　従業員給料手当  262,161   248,611   672,538   

８　賞与引当金繰入額  80,371   82,509   71,683   

９　福利厚生費  63,635   72,434   146,170   

10　退職給付引当金繰
入額

 44,782   36,612   77,206   

11　役員退職引当金繰
入額

 18,158   17,056   36,062   

12　旅費交通費  45,077   60,674   103,780   

13　賃借料  33,742   33,742   67,096   

14　工事補償等引当金
繰入額

 44,300   －   103,784   

15　研究開発費  62,531   75,649   123,970   

16　減価償却費  21,159   40,607   64,145   

17　その他  156,685 1,069,802 17.7 170,857 1,045,291 18.4 318,042 2,457,371 15.7

営業利益   341,070 5.6  239,530 4.2  738,246 4.7

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  57,672   43,291   101,027   

２　受取配当金  29,000   27,639   37,124   

３　為替差益  30,083   －   88,150   

４　持分法による投資
利益

 7,862   33,909   24,754   

５　その他  6,850 131,469 2.2 12,849 117,690 2.1 20,673 271,730 1.8
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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）

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）

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
（％）

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  439   206   987   

２　為替差損  －   8,571   －   

３　材料貯蔵品処分損  －   －   2,081   

４　仕掛品処分損  －   －   3,856   

５　その他 ※１ 1,960 2,399 0.0 963 9,740 0.2 3,646 10,572 0.1

経常利益   470,139 7.8  347,479 6.1  999,404 6.4

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  －   6,730   －   

２　工事補償等
引当金戻入益 

 －   39,941   －   

３　その他  － － － 7,037 53,709 0.9 1,549 1,549 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 30,677   1,057   37,666   

２　工事補償特別損失  218,056   －   218,056   

３　減損損失 ※３ 69,084   －   69,084   

４　その他  1,671 319,489 5.3 － 1,057 0.0 42,508 367,316 2.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

  150,650 2.5  400,131 7.0  633,638 4.0

法人税、住民税及
び事業税

 7,194   93,150   192,779   

法人税等調整額  △9,305 △2,110 △0.0 26,056 119,207 2.0 △91,844 100,934 0.6

少数株主利益   6,723 0.1  4,857 0.1  3,499 0.0

中間（当期）純利
益

  146,037 2.4  276,066 4.9  529,203 3.4
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書  

  
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）

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）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,442,574  1,442,574

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期

末）残高
  1,442,574  1,442,574

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   15,608,893  15,608,893

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  146,037 146,037 529,203 529,203

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  135,540  135,540  
２　役員賞与  1,500 137,040 1,500 137,040

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期

末）残高
  15,617,891  16,001,056

      

　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

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） 2,220,000 1,442,574 16,001,056 △398,618 19,265,012

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △169,406 △169,406

役員賞与（注） △15,800 △15,800

中間純利益 276,066 276,066

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） － － 90,859 － 90,859

平成18年９月30日　残高（千円） 2,220,000 1,442,574 16,091,916 △398,618 19,355,872

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,591,048 － 44,949 1,635,997 18,889 20,919,899

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） △169,406

役員賞与（注） △15,800

中間純利益 276,066

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)
△205,371 △66,734 △1,730 △273,836 4,167 △269,668

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △205,371 △66,734 △1,730 △273,836 4,167 △178,808

平成18年９月30日　残高（千円） 1,385,676 △66,734 43,218 1,362,160 23,057 20,741,090

（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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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前中間（当期）純利益  150,650 400,131 633,638

２　減価償却費  104,696 129,157 240,414

３　減損損失  69,084 － 69,084

４　貸倒引当金の増加額(又は減少額(△))  1,617 △11,812 △27,885

５　賞与引当金の増加額(又は減少額(△))  25,025 33,358 24,832

６　工事補償等引当金の増加額(又は減少額(△))  △12,000 △54,000 49,000

７　退職給付引当金の増加額(又は減少額(△))  △15,960 △31,723 17,028

８　役員退職引当金の増加額(又は減少額(△))  17,989 4,372 36,062

９　受取利息及び受取配当金  △86,672 △70,931 △138,152

10　支払利息  439 206 987

11　為替差損(又は差益(△))  △4,612 △3,169 2,849

12　投資有価証券評価損  471 － 471

13　有価証券売却損益  － － △5,629

14　投資有価証券売却損益  △263 － △350

15　持分法による投資損益  △7,862 △33,909 △24,754

16　固定資産除売却損益  30,677 1,057 36,731

17　工事補償特別損失  218,056 － 218,056

18　売上債権の減少額(又は増加額(△))  △1,036,595 2,527,640 △3,535,881

19　たな卸資産の減少額(又は増加額(△))  △1,088,937 △1,651,781 405,308

20　仕入債務の増加額(又は減少額(△))  138,165 331,247 150,047

21　その他  114,492 △172,670 514,867

小計  △1,381,540 1,397,172 △1,333,277

22　利息及び配当金の受取額  198,490 81,892 266,736

23　利息の支払額  △441 △220 △990

24　法人税等の支払額  △30,719 △151,977 △73,670

25  特別工事補償発生に伴う支出  － － △379,700

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,214,207 1,326,868 △1,520,901

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有価証券の売却、償還による収入  700,000 73,000 2,089,136

２　有形固定資産の取得による支出  △461,986 △183,357 △599,187

３　有形固定資産の売却による収入  1,274 － 4,816

４　投資有価証券の取得による支出  △52,881 △73,222 △54,784

５　投資有価証券の売却による収入  1,497 84 2,222

６　その他  △22,824 △10 △22,192

投資活動によるキャッシュ・フロー  165,080 △183,504 1,420,011

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入金の純増減額  200,000 － －

２　自己株式の取得による支出  △498 － △2,322

３　配当金の支払額  △135,540 △169,406 △135,540

４　少数株主への配当金の支払額  － △326 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  63,962 △169,733 △137,862

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  4,119 2,578 △55

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(又は減少額(△))  △981,046 976,208 △238,806

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,444,341 1,205,535 1,444,341

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 463,296 2,181,744 1,205,535
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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

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）

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）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　３社

㈱笹倉サービスセンター

㈱セック

P.T. SASAKURA INDONESIA

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　３社

㈱笹倉サービスセンター

㈱セック

P.T. SASAKURA INDONESIA

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　３社

㈱笹倉サービスセンター

㈱セック

P.T. SASAKURA INDONESIA 

(2）非連結子会社の数　１社

SASAKURA INTERNATIONAL

(H.K.)CO.,LTD.

(2）非連結子会社の数　１社

SASAKURA INTERNATIONAL

(H.K.)CO.,LTD.

(2）非連結子会社の数　１社

SASAKURA INTERNATIONAL

 (H.K.)CO.,LTD.

(3）非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

　非連結子会社は小規模会社であり、総

資産、売上高、中間純損益および利益剰

余金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

範囲より除外しております。

(3）非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

同左

(3）非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

　非連結子会社は小規模会社であり、総

資産、売上高、当期純損益および利益剰

余金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

より除外しております。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社の数　１社

ARABIAN COMPANY AND

SASAKURA FOR WATER AND

POWER

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社の数　１社

ARABIAN COMPANY AND

SASAKURA FOR WATER AND

POWER

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した関連会社の数　１社

ARABIAN COMPANY AND 

SASAKURA FOR WATER AND 

POWER 

(2）持分法を適用しない非連結子会社の名

称

SASAKURA INTERNATIONAL

(H.K.)CO.,LTD.

持分法を適用しない理由

　持分法を適用しない非連結子会社は、

中間純損益およ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、持分法を適用せず原価

法により評価しております。

(2）持分法を適用しない非連結子会社の名

称

SASAKURA INTERNATIONAL

(H.K.)CO.,LTD.

持分法を適用しない理由

同左

(2）持分法を適用しない非連結子会社の名

称

SASAKURA INTERNATIONAL 

(H.K.)CO.,LTD. 

持分法を適用しない理由

　持分法を適用しない非連結子会社は、

当期純損益およ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、持分法を適用せず原価

法により評価しております。

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９月30日であ

り、中間連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

同左

３　連結子会社の決算日等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は３月31日

であり、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

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

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

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

連結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

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

②　デリバティブ取引

時価法

②　デリバティブ取引

同左

②　デリバティブ取引

同左

③　たな卸資産

ａ　仕掛品

個別法による原価法

③　たな卸資産

ａ　仕掛品

同左

③　たな卸資産

ａ　仕掛品

同左

ｂ　原材料

先入先出法による原価法

ｂ　原材料

同左

ｂ　原材料

同左

ｃ　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

ｃ　貯蔵品

同左

ｃ　貯蔵品

同左

－ 13 －



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）

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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　主として、定率法によっております。

　ただし、当社および国内連結子会社

は平成10年４月１日以降に取得した建

物（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。

　また、取得価額100千円以上200千円

未満の少額減価償却資産については、

３年間で均等償却をしております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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

　均等償却によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

ａ　一般債権

　貸倒実績率法によっております。

 

 

 

 

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生債権等

　財務内容評価法によっております。

 

 

 

 

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、支給見込額に基づき計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　工事補償等引当金

　販売済製品に対する無償修理費用と

追加工事費用等の支出に備えるため、

それぞれ過去の実績に基づき当中間連

結会計期間末に至る１年間の売上高に

一定割合を乗じて計算した額のほか、

個別見積りにより計上しております。

③　工事補償等引当金

同左

③　工事補償等引当金

　販売済製品に対する無償修理費用と

追加工事費用等の支出に備えるため、

それぞれ過去の実績に基づき売上高に

一定割合を乗じて計算した額のほか、

個別見積りにより計上しております。

④　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

およ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。

　なお、過去勤務債務および数理計算

上の差異については発生連結会計年度

で一括償却しております。

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

連結会計年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、当

連結会計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、過去勤務債務および数理計算

上の差異については発生連結会計年度

で一括償却しております。

⑤　役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。

⑤　役員退職引当金

同左

⑤　役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。
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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）

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）

(4）中間連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の中間財務諸表作成に当たっ

て採用した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、中間連結決算

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。

　なお、在外子会社等の資産および負債、

収益および費用は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分および資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

(4）中間連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の中間財務諸表作成に当たっ

て採用した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

同左

(4）連結財務諸表の作成の基礎となった連

結会社の財務諸表作成に当たって採用し

た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、連結決算日の

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。

　なお、在外子会社等の資産および負債、

収益および費用は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分および資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ただし、為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務等については、振

当処理を行っております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

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） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務

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

③　ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスク

を回避する目的で、為替予約取引を行

い通常の外貨建営業取引の実績を踏ま

え、外貨建金銭債権債務および成約高

の範囲内で行うこととしております。

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

　為替予約取引については、為替予約

の締結時に、リスク管理方針に従って、

同一通貨建による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されているので、

中間決算日における有効性の評価を省

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

　為替予約取引については、為替予約

の締結時に、リスク管理方針に従って、

同一通貨建による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されているので、

決算日における有効性の評価を省略し

ております。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同左

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、随時引出し可能な預金および容易に

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

カ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。

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

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

　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、

随時引出し可能な預金および容易に換金可

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カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。
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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
（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）

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）

（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。

　これにより税金等調整前中間純利益

が69,084千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

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

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。

　これにより税金等調整前当期純利益

が69,084千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

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）

当中間連結会計期間より、「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20,784,767千円であります。

なお、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、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、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。

 ―――

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

 ─── ※１　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、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

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。

 ───

受取手形　　　　90,066千円
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（中間連結損益計算書関係）

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）

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）

※１　その他の内訳

仕掛品廃棄損等 1,699千円
その他 260千円

※１　　　　　――― ※１　　　　　───

  

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 30,460千円
機械装置
及び運搬具

148千円

工具器具
及び備品等

68千円

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 964千円
機械装置
及び運搬具

68千円

工具器具
及び備品等

25千円

※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 33,948千円
機械装置
及び運搬具

1,383千円

工具器具
及び備品

2,334千円

※３　減損損失

　当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。

※３　　　　　─── ※３　減損損失

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。

(1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用途 種類 場所

賃貸物件 土地 神奈川県横浜市

遊休資産 土地 兵庫県豊岡市ほか

  (1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用途 種類 場所

賃貸物件 土地 神奈川県横浜市

遊休資産 土地 兵庫県豊岡市ほか

(2）減損損失の認識に至った経緯

　一部の賃貸物件並びに遊休資産

について、市場価格が著しく下落

したため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

 

　

(2）減損損失の認識に至った経緯

　一部の賃貸物件並びに遊休資産

について、市場価格が著しく下落

したため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額しております。

(3）減損損失の金額

　減損処理額69,084千円は減損損

失として特別損失に計上しており

ます。

 

 

(3）減損損失の金額

　減損処理額69,084千円は減損損

失として特別損失に計上しており

ます。

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは原則とし

て地域別の区分を単位とし、賃貸

物件並びに遊休資産については

個々の物件単位で資産グループと

して取り扱っております。

 

 

(4）資産のグルーピングの方法

　資産のグルーピングは原則とし

て地域別の区分を単位とし、賃貸

物件並びに遊休資産については

個々の物件単位で資産グループと

して取り扱っております。

(5）回収可能価額の算定方法

　賃貸物件並びに遊休資産の回収

可能価額は固定資産税評価額等を

合理的に調整して算出した額を使

用しております。

 

 

(5）回収可能価額の算定方法

　賃貸物件並びに遊休資産の回収

可能価額は固定資産税評価額等を

合理的に調整して算出した額を使

用しております。
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（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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 17,657 － － 17,657

 合計 17,657 － － 17,657

 自己株式     

 　　普通株式　 716 － － 716

合計 716 － － 716

 

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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29日

定時株主総会
普通株式 169,406 10.0  平成18年３月31日  平成18年６月30日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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）

※　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

現金及び預金勘定 463,296千円

現金及び現金同等物 463,296千円

※　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

現金及び預金勘定 2,181,744千円

現金及び現金同等物 2,181,744千円

※　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

現金及び預金勘定 1,205,535千円

現金及び現金同等物 1,205,535千円
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①　リース取引

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）

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）

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および中間期末

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および中間期末

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および期末残高

相当額

  

機械装置

及び運搬

具

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 10,310 160,624 170,934

減価償却累計

額相当額
 7,754 102,723 110,477

中間期末残高

相当額
 2,556 57,901 60,457

  

機械装置

及び運搬

具

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 7,250 133,816 141,066

減価償却累計

額相当額
 6,500 88,996 95,496

中間期末残高

相当額
 750 44,820 45,570

  

機械装置

及び運搬

具

（千円）

 

工具器具

及び備品

等

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相当

額
 7,250 147,718 154,968

減価償却累計

額相当額
 5,750 105,479 111,229

期末残高相当

額
 1,500 42,239 43,739

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 　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

１年以内 31,945千円

１年超 28,511千円

合計 60,457千円

　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。

２　未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 23,721千円

１年超 21,848千円

合計 45,570千円

同左

２　未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 26,907千円

１年超 16,831千円

合計 43,739千円

　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　支払リース料および減価償却費相

当額

支払リース料 18,014千円

減価償却費相当額 18,014千円

３　支払リース料および減価償却費相

当額

支払リース料 15,936千円

減価償却費相当額 15,936千円

３　支払リース料および減価償却費相

当額

支払リース料 35,168千円

減価償却費相当額 35,168千円

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。

（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
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

社債 6,426,976 6,549,071 122,095

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,066,746 2,635,627 1,568,880

(2) その他 40,000 40,025 25

合計 1,106,746 2,675,652 1,568,905

３　時価のない有価証券の主な内容

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 75,575

出資証券 58

合計 75,633

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

社債 304,130 303,600 △530

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,071,785 3,382,443 2,310,658

(2）債券 4,714,381 4,752,307 37,926

(3) その他 40,000 40,046 46

合計 5,826,166 8,174,797 2,348,630

３　時価のない有価証券の主な内容

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 75,575
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

社債 304,749 301,580 △3,169

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 1,068,631 3,758,427 2,689,795

(2）債券 4,727,653 4,734,595 6,941

(3) その他 40,000 40,006 6

合計 5,836,284 8,533,028 2,696,743

３　時価のない有価証券の主な内容

 
連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 75,575

出資証券 58

合計 75,633

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

　該当事項はありません。なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　該当事項はありません。なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　該当事項はありません。なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の

対象から除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

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）

船舶用
機器事業
（千円）

陸上用
機器事業
（千円）

水処理
装置事業
（千円）

消音冷熱
装置事業他
（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
1,259,773 1,269,728 2,827,108 695,298 6,051,907 ─ 6,051,907

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,259,773 1,269,728 2,827,108 695,298 6,051,907 ─ 6,051,907

営業費用 1,153,536 1,177,682 2,607,571 772,048 5,710,836 ─ 5,710,836

営業利益又は

営業損失（△）
106,237 92,046 219,537 △76,750 341,070 ─ 341,070

　（注）１　事業区分の方法

事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な製品

船舶用機器事業 船舶用海水淡水化装置、熱交換器、エゼクタ、脱気器、汚水処理装置、油水分離

器。

陸上用機器事業 空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール、省エネルギー

用熱交換器。

水処理装置事業 陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置、多

段式蒸発乾燥機。

消音冷熱装置事業他 騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、駐車場経営等。

 

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）

船舶用
機器事業
（千円）

陸上用
機器事業
（千円）

水処理
装置事業
（千円）

消音冷熱
装置事業他
（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
1,546,893 776,527 2,566,070 793,198 5,682,689 ─ 5,682,689

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,546,893 776,527 2,566,070 793,198 5,682,689 ─ 5,682,689

営業費用 1,383,878 800,412 2,484,119 774,749 5,443,159 ─ 5,443,159

営業利益又は

営業損失（△）
163,015 △23,885 81,951 18,449 239,530 ─ 239,530

　（注）１　事業区分の方法

事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な製品

船舶用機器事業 船舶用海水淡水化装置、熱交換器、エゼクタ、脱気器、汚水処理装置、油水分離

器。

陸上用機器事業 空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール、省エネルギー

用熱交換器。

水処理装置事業 陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置。

消音冷熱装置事業他 騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、駐車場経営等。
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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）

船舶用
機器事業
（千円）

陸上用
機器事業
（千円）

水処理
装置事業
（千円）

消音冷熱
装置事業他
（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
2,551,646 2,178,394 8,868,014 2,059,286 15,657,340 ─ 15,657,340

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 2,551,646 2,178,394 8,868,014 2,059,286 15,657,340 ─ 15,657,340

営業費用 2,416,994 2,130,502 8,304,467 2,067,130 14,919,094 ─ 14,919,094

営業利益又は

営業損失（△）
134,651 47,892 563,546 △7,844 738,246 ─ 738,246

　（注）１　事業区分の方法

事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な製品

船舶用機器事業 船舶用海水淡水化装置、熱交換器、エゼクタ、脱気器、汚水処理装置、油水分離

器。

陸上用機器事業 空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール、省エネルギー

用熱交換器。

水処理装置事業 陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置。

消音冷熱装置事業他 騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、駐車場経営等。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

　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）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

　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）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。
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ｃ．海外売上高

 

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）

アジア
（除く中東）

中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 281,828 766,693 17,143 1,065,664

Ⅱ　連結売上高（千円）    6,051,907

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
4.7 12.7 0.3 17.6

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分の属する主な国又は地域

(1）アジア（除く中東）……韓国・インドネシア・台湾

(2）中東………………………サウジアラビア・バーレーン・クウェート

(3）その他の地域……………ギリシャ・アメリカ合衆国・チリ

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

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）

アジア
（除く中東）

中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 442,467 481,967 15,712 940,146

Ⅱ　連結売上高（千円）    5,682,689

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
7.8 8.5 0.2 16.5

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分の属する主な国又は地域

(1）アジア（除く中東）……韓国・中国・台湾

(2）中東………………………サウジアラビア・バーレーン・クウェート

(3）その他の地域……………ギリシャ・アメリカ合衆国・パナマ

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

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）

アジア
（除く中東）

中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 685,089 4,617,559 49,005 5,351,653

Ⅱ　連結売上高（千円）    15,657,340

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
4.4 29.5 0.3 34.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア（除く中東）……韓国・インドネシア・台湾

(2）中東………………………サウジアラビア・バーレーン・クウェート

(3）その他の地域………………ギリシャ・アメリカ合衆国・ニュージーランド

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

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）

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）

１株当たり純資産額 1,171.32円 １株当たり純資産額 1,222.98円 １株当たり純資産額 1,232.84円

１株当たり中間純利益 8.62円 １株当たり中間純利益 16.30円 １株当たり当期純利益 30.30円

　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。

　（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)

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)

中間（当期）純利益（千円） 146,037 276,066 529,203

 普通株主に帰属しない金額（千円）

（うち利益処分による役員賞与金）

─

（─）

─

（─）

15,800

（15,800）

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円）

146,037 276,066 513,403

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,942 16,940 16,942
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