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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）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12月中間期 157 △88.9 76 － 56 －

17年12月中間期 1,417 △44.6 △94 － △119 －

18年６月期 1,601 △5 △43

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12月中間期 98 － 14 95

17年12月中間期 △12 － △1 88

18年６月期 67 10 31

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 6,575,842株 17年12月中間期 6,552,300株 18年６月期 6,585,146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

④当社は、平成18年１月４日付で、会社分割を行い持株会社へと移行いたしました。従いまして、個別における平成18年12月中間期の経

　営成績は平成17年12月中間期と比較して大きく変動しております。

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 5,048 1,829 36.2 278 52

17年12月中間期 5,905 1,691 28.6 256 62

18年６月期 4,979 1,754 35.2 267 01

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 6,570,350株 17年12月中間期 6,591,300株 18年６月期 6,571,300株

②期末自己株式数 18年12月中間期 39,650株 17年12月中間期 18,700株 18年６月期 38,700株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 260 40 40

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 6円08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６月期  － 3 3

19年６月期（実績）  － －
3

19年６月期（予想）  － 3

※　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作成したものであり、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場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成17年12月31日)

当中間会計期間末
(平成18年12月31日)

対前中間期比
前事業年度要約貸借対照表

(平成18年６月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

現金及び預金 ※２ 689,554   578,091   △111,462 340,645   

受取手形
※2,
※3

412,969   －   △412,969 －   

完成工事未収
入金

 330,830   －   △330,830 －   

砕石事業未収
入金

 231,309   －   △231,309 －   

酒類事業未収
入金

 15,430   －   △15,430 －   

売掛金  8,593   －   △8,593 －   

未成工事支出
金 

 332,639   －   △332,639 －   

たな卸資産  101,136   －   △101,136 －   

短期貸付金  －   9,000   9,000 107,000   

立替金  －   1,243   1,243 1,498   

前払費用  12,371   13,207   836 11,874   

未収入金  10,648   183,467   172,819 74,331   

その他  114,083   334   △113,749 649   

貸倒引当金  △28,892   △50   28,842 △450   

流動資産合計   2,230,674 37.8  785,294 15.6 △1,445,379  535,549 10.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※1,
※2

          

建物  396,214   368,200   △28,013 383,244   

機械装置  1,399,875   1,148,565   △251,310 1,274,753   

土地  723,980   723,823   △157 723,980   

その他  277,972   264,821   △13,151 271,363   

有形固定資産
合計

  2,798,042 47.4  2,505,410 49.6 △292,632  2,653,342 53.3

２．無形固定資産            

採石権  187,365   154,171   △33,193 171,344   

その他  2,469   2,469   － 2,469   

無形固定資産
合計

  189,835 3.2  156,641 3.1 △33,193  173,814 3.5

３．投資その他の
資産

 
 
 

  
 
 

   
 
 

  

      投資有価証
　券

 
※２

214,480   1,155,877   941,396 1,163,096   

保険積立金  345,328   353,810   8,481 347,360   

その他投資
等

 
 

240,426   196,966   △43,459 212,059   

貸倒引当金  △113,761   △105,694   8,067 △106,026   

投資その他の
資産合計

  686,474 11.6  1,600,960 31.7 914,485  1,616,488 32.4

固定資産合計   3,674,352 62.2  4,263,012 84.4 588,659  4,443,645 89.2

資産合計   5,905,026 100  5,048,306 100 △856,720  4,979,195 100
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前中間会計期間末
(平成17年12月31日)

当中間会計期間末
(平成18年12月31日)

対前中間期比
前事業年度要約貸借対照表

(平成18年６月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

支払手形  202,833   －   △202,833 －   

工事未払金  233,378   －   △233,378 －   

砕石未払金  43,626   －   △43,626 －   

買掛金 ※２ 39,060   －   △39,060 －   

短期借入金 ※２ 1,970,000   1,900,000   △70,000 1,550,000   

一年以内返済
予定長期借入
金

※２ 299,440   295,200   △4,240 294,700   

未払法人税等  4,086   2,689   △1,396 4,189   

未成工事受入
金

 228,963   －   △228,963 －   

未払金  26,328   13,489   △12,838 43,291   

未払費用  24,046   4,799   △19,246 15,055   

前受金  6,517   38   △6,479 6,901   

預り金  40,677   307,467   266,790 494,154   

賞与引当金  2,500   170   △2,329 180   

その他  52,819   31,251   △21,568 －   

流動負債合計   3,174,277 53.8  2,555,106 50.6   2,408,472 48.4

Ⅱ　固定負債            

長期借入金 ※２ 910,000   614,800   △295,200 762,400   

退職給付引当
金

 82,573   13,005   △69,567 16,330   

繰延税金負債  33,305   22,631   △10,674 24,011   

その他  13,399   12,818   △581 13,399   

固定負債合計   1,039,277 17.6  663,254 13.2 △376,022  816,140 16.4

負債合計   4,213,554 71.4  3,218,360 63.8 △995,194  3,224,613 64.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   942,950 16.0  － － －  － －

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  235,737   －   － －   

その他資本剰
余金

 480,836   －   － －   

資本剰余金合計   716,574 12.0  － － －  － －

Ⅲ　利益剰余金            

中間（当期）
未処理損失

 12,288   －   － －   

利益剰余金合計   △12,288 △0.2  － － －  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  46,414 0.8  － － －  － －

Ⅴ　自己株式   △2,178 △0.0  － － －  － －

資本合計   1,691,472 28.6  － － －  － －

負債資本合計   5,905,026 100  － － －  － －
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前中間会計期間末
(平成17年12月31日)

当中間会計期間末
(平成18年12月31日)

対前中間期比
前事業年度要約貸借対照表

(平成18年６月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  942,950 18.7 －  942,950 18.9

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   235,737   － 235,737   

(2）その他資本
剰余金

 －   480,836   － 480,836   

資本剰余金合
計

  － －  716,574 14.1 －  716,574 14.4

３．利益剰余金            

その他利益剰
余金

           

繰越利益剰
余金

 －   146,492   － 67,913   

利益剰余金合
計

  － －  146,492 2.9 －  67,913 1.4

４．自己株式   － －  △5,497 △0.1 －  △5,378 △0.1

株主資本合計   － －  1,800,519 35.6 －  1,722,060 34.6

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証券
評価差額金

  － －  29,426  －  32,521  

評価・換算差額
等合計

  － －  29,426 0.6 －  32,521 0.6

純資産合計   － －  1,829,945 36.2 －  1,754,581 35.2

負債純資産合計   － －  5,048,306 100 －  4,979,195 100
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(2) 中間損益計算書
  

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期
比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高            

完成工事高 ※１ 532,149   －   △532,149 532,149   

砕石事業売上
高

 790,134   －   △790,134 790,134   

酒類事業売上
高

 34,969   －   △34,969 34,969   

兼業事業売上
高

 60,462   15,457   △45,004 75,973   

関係会社経営
管理料

 －   142,230   142,230 168,200   

売上高合計   1,417,715 100  157,687 100 △1,260,027  1,601,426 100

Ⅱ　売上原価            

完成工事原価  512,794   －   △512,794 512,794   

砕石事業売上
原価

 626,729   －   △626,729 626,729   

酒類事業売上
原価

 30,442   －   △30,442 30,442   

兼業事業売上
原価

 46,566   8,514   △38,052 55,003   

売上原価合計   1,216,532 85.8  8,514 5.4 △1,208,018  1,224,970 76.5

売上総利益   201,182 14.2  149,173 94.6 △52,009  376,456 23.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  295,928 20.9  73,112 46.4 △222,816  381,711 23.8

営業利益又は
営業損失
（△）

  △94,745 △6.7  76,061 48.2 170,806  △5,255 △0.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  13,625 1.0  10,931 6.9 △2,694  32,972 2.0

Ⅴ　営業外費用 ※３  38,053 2.7  30,399 19.3 △7,654  70,981 4.4

経常利益又は
経常損失
（△）

  △119,173 △8.4  56,593 35.9 175,766  △43,264 △2.7

Ⅵ　特別利益 ※４  155,724 11.0  52,592 33.5 △103,131  164,206 10.3

Ⅶ　特別損失 ※5,6  47,091 3.3  10,093 6.4 △36,998  51,110 3.2

税引前中間
（当期）純利
益又は純損失
（△）

  △10,540 △0.7  99,092 62.8 109,633  69,830 4.4

法人税、住民
税及び事業税

 1,748 1,748 0.1 800 800 0.5 △948 1,917 1,917 0.2

中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  △12,288 △0.9  98,292 62.3 110,581  67,913 4.2

中間未処理損
失

  12,288         
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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7月 1日　至平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

942,950 235,737 480,836 716,574 67,913 67,913 △5,378 1,722,060

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（千円）     △19,713 △19,713  △19,713

中間純利益（千円）     98,292 98,292  98,292

自己株式の取得（千円）       △119 △119

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）
（千円）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

    78,579 78,579 △119 78,460

平成18年12月31日　残高
（千円）

942,950 235,737 480,836 716,574 146,492 146,492 △5,497 1,800,519

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

32,521 32,521 1,754,581

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）   △19,713

中間純利益（千円）   98,292

自己株式の取得（千円）   △119

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）
（千円）

△3,095 △3,095 △3,095

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,095 △3,095 75,365

平成18年12月31日　残高
（千円）

29,426 29,426 1,829,945
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前事業年度（自平成17年7月 1日　至平成18年6月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

942,950 235,737 563,155 798,893 △82,319 △82,319 △2,178 1,657,346

事業年度中の変動額         

その他資本剰余金取崩額（千
円）

  △82,319 △82,319 82,319 82,319   

当期純利益（千円）     67,913 67,913  67,913

自己株式の取得（千円）       △3,200 △3,200

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

  △82,319 △82,319 150,233 150,233 △3,200 64,713

平成18年６月30日　残高
（千円）

942,950 235,737 480,836 716,574 67,913 67,913 △5,378 1,722,060

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年６月30日　残高
（千円）

14,390 14,390 1,671,736

事業年度中の変動額    

その他資本剰余金取崩額（千
円）

   

当期純利益（千円）   67,913

自己株式の取得（千円）   △3,200

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

18,131 18,131 18,131

事業年度中の変動額合計
（千円）

18,131 18,131 82,844

平成18年６月30日　残高
（千円）

32,521 32,521 1,754,581
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　　子会社出資金及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法によっ

ております。

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同      左

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

同      左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に

基づく時価法によっておりま

す。

（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しており

ます。）

その他有価証券

時価のあるもの

同      左

 

 

（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してお

ります。）

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法によっておりま

す。

　　 同      左

 時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

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

　時価法によっております。

(2）デリバティブ

─────

(2）デリバティブ

─────

 (3）たな卸資産

　　未成工事支出金は個別法による

原価法、石油等に係る商品は先入

先出法による原価法、酒類に係る

商品は移動平均法による原価法、

製品は売価還元原価法、貯蔵品は

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(3）たな卸資産

─────

(3）たな卸資産

　　未成工事支出金は個別法による

原価法、石油等に係る商品は先入

先出法による原価法、酒類に係る

商品は移動平均法による原価法、

製品は売価還元原価法、貯蔵品は

移動平均法による原価法を採用し

ております。

２．減価償却資産の減価償却

の方法

(1) 砕石工場に係る有形固定資産

　　定額法を採用しております。耐

用年数については、原則として法

人税法所定の耐用年数を採用して

おりますが、砕石製造設備に係る

機械装置については法定耐用年数

８年に対して会社所定の耐用年数

12年を採用しております。

(1)砕石工場に係る有形固定資産

同      左

(1) 砕石工場に係る有形固定資産

　　定額法を採用しております。耐

用年数については、原則として法

人税法所定の耐用年数を採用して

おりますが、砕石製造設備に係る

機械装置については法定耐用年数

８年に対して会社所定の耐用年数

12年を採用しております。

 (2) 砕石工場を除く有形固定資産

　　定率法を採用しております。耐

用年数については、原則として法

人税法所定の耐用年数を採用して

おります。

(2)砕石工場を除く有形固定資産

同      左

(2) 砕石工場を除く有形固定資産

　　定率法を採用しております。耐

用年数については、原則として法

人税法所定の耐用年数を採用して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (3）無形固定資産

　　採石権については生産高比例法

によっております。

(3)無形固定資産

同　　　左

(3）無形固定資産

　　採石権については生産高比例法

によっております。

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　　中間会計期間末現在に有する債

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。

(1）貸倒引当金

同　　　左

(1）貸倒引当金

　　期末現在に有する債権の貸倒れ

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。

 (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

基づいて計上しております。

(2）賞与引当金

同　　　左

(2）賞与引当金

同　　　左

 (3）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。

(3）退職給付引当金

同　　　左

(3）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

務及び年金資産に基づき、計上し

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．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、ヘッジ会計の要件を

満たす金利キャップについては、

特例処理を採用しております。

────── ──────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…デリバティブ取引

（金利キャッ

プ）

 

 

 

 

 ヘッジ対象…借入金の利息   

 ③　ヘッジ方針

　　当社の社内規定に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。

 

 

 

 

 ④　ヘッジの有効性評価の方法

　　ヘッジ手段とヘッジ対象の対応

関係を確認することにより、有効

性を評価しております。

 

 

 

 

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

①完成高の計上基準　

　完成工事高の計上は、工事完成

基準によっておりますが、請負金

額３億円以上、かつ、工期１年超

の工事に限り工事進行基準によっ

ております。

　　なお、工事進行基準によった完

成工事高は376,482千円でありま

す。

①　　　　──────

 

①完成高の計上基準　

　　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、請負

金額３億円以上、かつ、工期１年

超の工事に限り工事進行基準に

よっております。

　　なお、工事進行基準によった完

成工事高は376,482千円でありま

す。

 ②　消費税等の会計処理

　　消費税等に相当する額の会計処

理は、税抜方式によっております。

　　ただし、仮払消費税等と仮受消

費税等は、相殺のうえその差額を

流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

②　消費税等の会計処理

同     左

②　消費税等の会計処理

　　消費税等に相当する額の会計処

理は、税抜方式によっております。

  

──────

 

 ③　連結納税制度の適用

　　当中間会計期間から連結納税制

度を適用しております。 

 

 ───────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

固定資産の減損に係る会計基準

　　当中間会計期間より、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　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。

　　これにより、税引前中間純利益は38,878千円減少して

おります。なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

 

──────　

　

注記事項

（中間貸借対照表関係）

 
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度末

（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産減価償却

累計額

4,203,625千円 4,433,523千円 4,309,255千円

※２．担保資産 　　担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりであります。

　　担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりであります。

　　担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりであります。

 担保提供資産  

受取手形 359,059千円  

建物 324,643 (　 64,247千円)

構築物 114,527 (　114,527　　)

機械装置 1,251,249 (1,251,249　　)

土地 439,964 (　235,057　　)

投資有価証

券
27,160  

合計 2,516,604 (1,665,083　　)

担保付債務   

買掛金 20,878千円  

短期借入金 1,970,000  

長期借入金

(一年以内

返済予定長

期借入金を

含む)

1,209,440 (1,366,620　　)

合計 3,200,318 (1,366,620　　)

担保提供資産

現金預金 100,048千円
 

建物 302,084 ( 　59,955千円)

構築物 110,377 ( 110,377    )

機械装置 1,013,403 (1,013,403  　)

土地 439,806 (　235,057　  )

投資有価証

券
25,144  

合計 1,990,863 (1,418,793　　)

担保付債務   

買掛金 9,796千円 

短期借入金 1,900,000  

長期借入金

(一年以内

返済予定長

期借入金を

含む)

910,000 ( 910,000　　)

合計 2,819,796 ( 910,000　　)

担保提供資産  

現金預金

(定期預金)
100,000千円  

建物 314,461 (　62,101千円)

構築物 112,452  ( 112,452    )

機械装置 1,131,701  (1,131,701　  )

土地 439,964 (　235,057　　)

投資有価証

券
26,040  

合計 2,124,620 (  1,541,313   )

担保付債務   

買掛金 7,524千円  

短期借入金 1,550,000  

長期借入金

(一年以内

返済予定長

期借入金を

含む)

1,057,100
( 1,057,100  ) 

　　　

合計 2,614,624 (　1,057,100　)

 　　上記のうち（　）内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示してお

ります。

　　上記のうち（　）内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示してお

ります。

　　上記のうち（　）内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示してお

ります。

※３．中間期末日満期手形の

処理

　　中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

しております。

　　なお、当中間期末日が金融機関

の休業日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に

含まれております。

受取手形　　　　　12,845千円

──────

 

　

 

　─────
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（中間損益計算書関係）

 
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．過去１年間の国内完

成工事高

　　当社の国内完成工事高

は、通常の営業の形態とし

て、事業年度の上半期に発

生する完成工事高と下半期

に発生する完成工事高との

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

間の国内完成工事高は次の

とおりであります。

────── ─―――――

前事業年度下半期

当中間期

　計

1,051,024千円

532,149

1,583,173

 

※２．営業外収益の主要項

目

   

受取利息 73千円 186千円 424千円

受取配当金 1,419千円   1,539千円 2,782千円

固定資産賃貸料 3,682千円 3,747千円 7,168千円

建設廃材収入 － 2,379千円 1,755千円

※３．営業外費用の主要項

目

   

支払利息 36,975千円 30,399千円 68,451千円

※４．特別利益の主要項目    

        裁判費用戻入    －千円 51,860千円 －千円

債務保証損失引当

金戻入益
152,000千円 －千円 152,000千円

※５．特別損失の主要項目    

固定資産売却損 7,815千円 360千円 7,815千円

固定資産除却損 397千円 5,661千円 3,886千円

減損損失 38,878千円 1,327千円 38,878千円

投資有価証券評価

損 

－ 2,743千円 － 
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前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※６．減損損失について 　当中間会計期間において、

当社は以下の資産について

減損損失を計上しておりま

す。

　当中間会計期間において、

当社は以下の資産について

減損損失を計上しておりま

す。

 当事業年度において、当社は

以下の資産について減損損失

を計上しております。

 種類 場所 用途 減損損失

土地
福岡県甘木

市他３件

遊休

資産
18,150千円

立木
福岡県甘木

市２件

遊休

資産
20,728千円

種類 場所 用途 減損損失

立木
福岡県甘木

市１件

遊休

資産
1,327千円

種類 場所 用途 減損損失

土地
福岡県甘木

市他３件

遊休

資産
18,150千円

立木
福岡県甘木

市２件

遊休

資産
20,728千円

 　　当社は事業部門単位で

資産のグルーピングを行っ

ており、事業単位に属しな

い資産は共用資産及び遊休

資産として扱っております。

　　遊休資産以外のグルー

プ事業においては、減損の

兆候はありませんでしたが、

遊休資産につきましては、

時価が帳簿価額に対して著

しく下落しているため、当

中間会計期間において、帳

簿価額を回収可能価額まで

減損し、当該減少額を減損

損失（38,878千円）とし

て特別損失に計上しており

ます。

　　なお、当該資産の回収

可能価額は、正味売却価額

により測定しており、取引

事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しており

ます。

　　当社は事業部門単位で

資産のグルーピングを行っ

ており、事業単位に属しな

い資産は共用資産及び遊休

資産として扱っております。

　　遊休資産以外のグルー

プ事業においては、減損の

兆候はありませんでしたが、

遊休資産につきましては、

時価が帳簿価額に対して著

しく下落しているため、当

中間会計期間において、帳

簿価額を回収可能価額まで

減損し、当該減少額を減損

損失（1,327千円）として

特別損失に計上しておりま

す。

　　なお、当該資産の回収

可能価額は、正味売却価額

により測定しており、取引

事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しており

ます。

　　当社は事業部門単位で

資産のグルーピングを行っ

ており、事業単位に属しな

い資産は共用資産及び遊休

資産として扱っております。

　　遊休資産以外のグルー

プ事業においては、減損の

兆候はありませんでしたが、

遊休資産につきましては、

時価が帳簿価額に対して著

しく下落しているため、当

事業年度において、帳簿価

額を回収可能価額まで減損

し、当該減少額を減損損失

（38,878千円）として特

別損失に計上しております。

　　なお、当該資産の回収

可能価額は、正味売却価額

により測定しており、取引

事例等を勘案した合理的な

見積りにより算定しており

ます。

　７．減価償却実施額    

有形固定資産 145,231千円 144,787千円 290,617千円

無形固定資産 14,577千円 17,172千円 30,598千円
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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7月 1日　至平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 38,700 950 － 39,650

合計 38,700 950 － 39,650

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加950株は、単元未満株式の買取による増加であります。

前事業年度（自平成17年7月 1日　至平成18年6月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 18,700 20,000 － 38,700

合計 18,700 20,000 － 38,700
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①　リース取引

 
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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

（期末）残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装
置

268,660 67,773 200,887

その他
(有形固
定資産)

94,151 38,285 55,866

合計 362,811 106,058 256,753

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装
置

279,760 110,143 169,616

その他
(有形固
定資産)

94,151 53,986 40,165

合計 373,911 164,129 209,782

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装
置

268,660 88,584 180,076

その他
(有形固
定資産)

94,151 46,135 48,015

合計 362,811 134,719 228,092

２．未経過リース料中間期

末（期末）残高相当額

１年内 56,070千円

１年超 207,919

計 263,990

１年内 58,992千円

１年超 159,512

計 218,504

１年内 56,793千円

１年超 179,418

計 236,212

３．支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

支払リース料 27,906千円

減価償却費相当額 25,778千円

支払利息相当額 4,798千円

支払リース料 33,195千円

減価償却費相当額 29,409千円

支払利息相当額 4,374千円

支払リース料 60,415千円

減価償却費相当額 54,439千円

支払利息相当額 9,516千円

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。

同　　　　左 同　　　　左

５．利息相当額の算定方法 　　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。

（減損損失）

　　リース資産に配分された減損損

失はありません。

同　　　左 

 

 

同　　　　左 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 256.62円

１株当たり中間純損失

金額
1.88円

１株当たり純資産額 278.52円

１株当たり中間純利益

金額
14.95円

１株当たり純資産額 267.01円

１株当たり当期純利益

金額
10.31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、１株当

たり中間純損失が計上されており、

また、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

中間純利益金額については、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

当期純利益金額については、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）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

中間（当期）純利益（千円） △12,288 98,292 67,913

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
△12,288 98,292 67,913

普通株式の期中平均株式数（株） 6,552,300 6,575,842 6,585,146
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　　当社は、平成17年９月29日開催の

当社株主総会の決議に基づき、平成

18年１月４日に事業を分割し、(株)

才田組、才田砕石工業(株)、フエ

フーズ・ジャパン(株)及び(株)サイ

テックスに承継させるとともに、自

らは持株会社に移行して、社名を株

式会社才田組からサイタホールディ

ングス株式会社に変更いたしました。

　　なお、会社分割を必要とする理由

及び承継させた資産、負債の概算額

は次のとおりであります。

（会社分割（新設分割）を必要とす

る理由）

　　当社は、昭和30年12月、株式会社

才田組として法人化を行い、ちょう

ど50年が経過いたしました。これま

では建設業、砕石業などの公共工事

関連の市場を基盤として成長してま

いりましたが、最近では新規事業と

して環境関連の事業、あるいはベト

ナムで製造された酒類の輸入卸業を

行っております。

　　21世紀を迎えて当社の主力事業で

あった建設業、砕石業に係る経営環

境は大きく変化しております。この

ような経営環境の変化のなかで、経

営資源の効率配分、経営環境の変化

に対する迅速な対応が可能な経営体

制の構築を行うには、持株会社制へ

の移行が最適であると判断いたしま

した。

　　持株会社制のもとで、その担うべ

き機能の範囲内で事業価値を最大化

することを目的とし、当社が現在行っ

ている４つの事業分野ごとに会社を

設立いたしました。

　　建設事業は株式会社才田組、砕石

事業は才田砕石工業株式会社、酒類

販売事業はフエフーズ・ジャパン株

式会社、環境事業は株式会社サイテッ

クスにそれぞれ事業を承継させるこ

とにいたしました。

　────── 　──────
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（承継させた資産、負債の項目及び

概算金額）

────── ──────

 

株式会社才田組  

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

 百万円  百万円

流動資産 887 流動負債 433

  固定負債 32

合計 887 合計 465

 

才田砕石工業株式会社  

 

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

 百万円  百万円

流動資産 548 流動負債 107

  固定負債 36

合計 548 合計 143

 

フエフーズ・ジャパン株式会社  

 

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

 百万円  百万円

流動資産 111 流動負債 6

合計 111 合計 6

 

株式会社サイテックス  

 

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

 百万円  百万円

流動資産 17 流動負債 3

合計 17 合計 3
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