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平成 20 年３月期  中間決算短信（非連結） 

平成 19 年 11 月 14 日 

上 場 会 社 名        エバタ株式会社                              上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号         ５２７８                                       ＵＲＬ http://www.ebata.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長     （氏名）斎藤  章 
問合せ先責任者 （役職名）取締役常務執行役員管理本部長 （氏名）井上 保生             TEL(03)3600-1161 
半期報告書提出予定日     平成 19 年 12 月 14 日 

（百万円未満切捨て）  

１．19 年９月中間期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間（当期）純利益

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％
19 年９月中間期 3,054   (△4.9) △13      (－) 13  (△74.8) △46      (－)
18 年９月中間期 3,209     (4.4) 40    (32.2) 52    (23.2) 35      (－)

19 年３月期    6,358       －    107      －     131      － △287    －   

 

 
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 

 円      銭 円      銭
19 年９月中間期  △3      66 －      －  
18 年９月中間期    2      77  －      －  

19 年３月期 △22      69 －      －  

(参考)  持分法投資損益    19 年９月中間期  －百万円    18 年９月中間期  －百万円    19 年３月期  －百万円 

 
(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
19 年９月中間期 6,873   5,249   76.4  414      37
18 年９月中間期 7,349     5,673     77.2   447      72  

19 年３月期 7,528  5,347     71.0   422      09  

(参考)  自己資本   19 年９月中間期  5,249 百万円   18 年９月中間期  5,673 百万円   19 年３月期  5,347 百万円 

 
(3) 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
19 年９月中間期 △574 △196   △37   666   
18 年９月中間期 △439      △70     △62     1,415     

19 年３月期  △92     △357     △62     1,475     

 
２．配当の状況 

             1 株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円      銭 円      銭 円      銭 

19 年３月期 0      00 3      00 3      00 

20 年３月期（実績） 0      00  0      00 

 20 年３月期（予想）  3      00 3      00 

 
３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円      銭
通 期 6,500     (2.2) 60  (△44.1) 90  (△31.6) 40      (－) 3   16
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
  

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： ○有 ・無 

② ①以外の変更 ： ○有 ・無 

（注）詳細は、13 ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び 17 ページ「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」をご覧ください。 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
     ①期末発行済株式数(自己株式を含む) 

19 年９月中間期 12,676,860 株     18 年９月中間期 12,676,860 株     19 年３月期 12,676,860 株 

     ②期末自己株式数 

          19 年９月中間期      7,713 株     18 年９月中間期      5,913 株    19 年３月期      6,713 株 

     （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23 ページ「１株当たり情 
報」をご覧下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．通期の業績予想に関する事項につきましては、平成 19 年 11 月７日公表の「平成 20 年３月期中

間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  ２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及

び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異

なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項に

ついては、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１.経営成績 

(1) 経営成績に関する分析  

 ① 当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、好調な企業収益に支えられた設備投資の拡大や雇用環境の改善等によ

り景気は緩やかな回復基調に推移しましたが、定率減税の廃止による税金負担増等による個人消費の伸び悩み、原

油価格の高騰など依然厳しい経営環境が続いております。  

建設資材業界におきましては、公共工事は依然低調であり、民間物件のマンション・大型商業施設・一戸建住宅

は、前半堅調に推移しましたが、６月の改正建築基準法施行後は、審査遅れなどの影響で住宅着工件数が減少する

など厳しい現況となっております。 

このような状況の中、当社管路製品部門では、ライバル社製品との価格競争による販売単価の下落や原油高によ

る原材料の高騰などの影響を受けましたが、原価低減や経費削減に努め、雨水貯留浸透製品を中心とした販促活動

を積極的に行った結果、売上高は 1,427 百万円と前年同期比 1.6％の減収にとどまりました。 

生コンクリート部門におきましては、建物の高層化等による高強度コンクリートの需要が増し、営業活動を積極

的に行いましたが、前述の改正建築基準法施行後は出荷がやや落ち込み、売上高は前年同期比 8.8％減少の 1,111

百万円となりました。セメント・建材部門においても売上高は、前年同期比 4.7％減の 515 百万円となりました。  

この結果、全体の売上高は、前年同期比 4.9％減の 3,054 百万円、経常利益は 13 百万円、当期純損失は 46 百万

円となっております。 

 ② 当期の見通し 

今後のわが国経済は、民間設備投資・住宅産業ともに都市型需要ではあるが引き続き回復基調が見込まれるもの

の、当建設資材業界におきましては、原油・原材料の高騰が予想され経営環境は予断を許さない状況が予想されま

す。また当社の主力製品である管路製品部門の下水管路の既存製品や生コンクリート・セメント建材部門におきま

しては継続的な需要の減少等厳しい経営環境が継続することと思われますが、雨水貯留製品のさらなる販売拡大と

新製品の開発に注力し、業績の拡大に努めます。 

当下半期につきましても、厳しい経営環境が継続するものと思われますが、通期の業績につきましては、管路製

品部門の雨水貯留浸透関連製品の販売拡大、新製品開発、市場開拓などにより、売上高は 6,500 百万円、経常利益

は 90 百万円、当期純利益は 40 百万円を予想し、また、１株当たり期末配当金は３円 00 銭とさせていただく予定で

あります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

  当中間会計期間末の総資産は 6,873 百万円となり、前事業年度末と比較して 655 百万円減少いたしました。資産

の部における増減の主なものは、建設仮勘定の増加 207 百万円に対し、現金及び預金の減少 809 百万円であります。

また、負債の部における増減の主なものは、役員退職慰労引当金の減少 439 百万円であります。 

当中間会計期間末の純資産は 5,249 百万円となり、前事業年度末と比較して 98 百万円減少いたしました。その主

なものは当期純損失 46 百万円と、配当金の支払 38 百万円であります。 

当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事

業年度末に比べ 809 百万円減少し 666 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における営業活動の結果使用した資金は 574 百万円となりました。主な要因は役員退職慰労引当

金の減少によるものです。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は 196 百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取

得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は 37 百万円となりました。主な要因は配当金の支払による

ものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

    

 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 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率 :有利子負債／キャッシュ・フロー 

    インタレスト・ガバレッジ・レシオ   ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注２)キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しています。 

(注３)有利子負債は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います。 

     

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当  

当社は株主への利益還元を経営上の重要施策の一つとして認識しており、事業収益をベースとして、中長期的な

成長見通しと足元の業績とのバランスなどを考慮し、経営基盤・財務体質の強化、将来の事業展開などに必要な内

部留保などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的に実施することを基本としております。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社は、当社の事業展開に係り、現在認識できる範囲内において、将来リスク要因となる可能性があると思われ

る重要な事項を以下に記載しております。 

当社の事業、業績並びに財務状況等はかかるリスク要因のいずれによっても著しく影響を受ける可能性があり、

当社は、これらのリスク要因の回避について最大の注意を払っておりますが、万一、これらの要因が発生した場合、

当社の株式の市場価格は下落する可能性がありますので、当社株式に関する最終的な判断は、本項に記載する部分

も併せ慎重にされる必要があると考えます。 

 平成 16 年 3月期 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 
平成 19 年 

９月中間期 

自己資本比率（％） ８２．３ ８０．０ ７８．５  ７１．０ ７６．４

時価ベースの 

自己資本比率(％) 
２７．２ ３９．１ ５３．１ ３５．２ ３１．３

キャッシュ・ 

フロー対有利子 

負債比率（％） 

― ― ― ― ―

インタレスト・ガ

バレッジ・レシオ

(倍) 

― ― ― ― ―
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① 債務保証リスク 

当社は、東関東生コン協同組合、千葉北部生コンクリート協同組合に加入する登録販売店の同組合に対する仕入

債務等につき、加盟各社による連帯保証を行っておりますが、万一、同登録販売店が経営破綻等により同組合への

債務不履行などに陥った場合、当社は同組合への債務保証の履行により、悪影響を受ける可能性があります。 

② 顧客に対する信用リスク 

当社は顧客に対するほとんどの取引を受取手形や代金後払いで販売しており、随時顧客の信用情報を収集するな

ど、顧客管理に充分な注意を払っておりますが、多額の債権を有する顧客が財務上の問題に直面し債務不履行等に

陥った場合、悪影響を受ける可能性があります。 

③ 製品リスク 

当社は、当社製品の品質、規格、安全性等について、社内での厳重な検証は勿論のこと、必要に応じ、外部の専

門機関等に委託し、厳正な性能試験を実施するなど、万全を期しておりますが、万一、予側できなかった不測の事

態により、製品の欠陥等による事故やクレーム等が発生した場合、悪影響を受ける可能性があります。 

④ 材料リスク 

当社は、再生樹脂素材の雨水貯留浸透新製品の販売拡大に努めておりますが、万一、同製品の予想以上の需要の

拡大があった場合、原材料の調達不足や価格の高騰などにより、悪影響を受ける可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

経営方針につきましては、平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 15 日開示）により開示を行った内容から重

要な変更がないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.ebata.co.jp 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQ インターネット開示システム）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
エバタ㈱（5278）平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

 
6

４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19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  1,415,984 666,578 1,475,704 

２受取手形  1,323,010 1,156,339 1,157,208 

３売掛金  1,030,036 1,047,083 986,511 

４たな卸資産  785,066 894,284 864,457 

５繰延税金資産  － 48,576 108,000 

６その他  57,660 49,774 39,381 

７貸倒引当金  △474 △4,661 △3,436 

 流動資産合計   4,611,283 62.7 3,857,976 56.1  4,627,825 61.5

Ⅱ固定資産    

１有形固定資産 ※1   

(1) 建 物  305,739 283,471 295,575 

(2) 機械及び装置  785,963 671,705 724,316 

(3) 土 地 ※2 1,277,656 1,527,406 1,527,406 

(4) その他  122,798 331,987 129,911 

有形固定資産合計  2,492,158 2,814,570 2,677,209 

２無形固定資産  32,198 33,075 32,052 

３投資その他の 

資産 
※2   

(1) 投資その他  240,962 201,858 221,492 

(2) 貸倒引当金  △27,037 △34,263 △29,752 

投資その他の 

資産合計 
 

 

213,925 167,595

 

191,740 

  固定資産合計   2,738,282 37.3 3,015,241 43.9  2,901,002 38.5

  資 産 合 計   7,349,566 100.0 6,873,217 100.0  7,528,828 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19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 ※2 660,200 629,615 644,116 

２買掛金 ※2 360,964 369,344 394,036 

３未払費用 ※2 188,834 160,083 165,793 

４未払法人税等  27,000 8,665 87,288 

５賞与引当金  46,606 49,183 47,382 

６その他  44,884 44,430 34,281 

 流動負債合計   1,328,490 18.1 1,261,321 18.4  1,372,899 18.2

Ⅱ固定負債    

１繰延税金負債  14,509 6,521 9,405 

２退職給付引当金  322,430 319,208 322,791 

３役員退職 

慰労引当金 
 

 

－ 25,344

 

464,743 

４その他  11,009 11,067 11,044 

 固定負債合計   347,950 4.7 362,141 5.2  807,983 10.7

 負 債 合 計   1,676,441 22.8 1,623,463 23.6  2,180,883 29.0

（純資産の部）    

Ⅰ株主資本    

 １資本金   1,649,720 22.4 1,649,720 24.0  1,649,720 21.9

 ２資本剰余金    

  (1) 資本準備金  1,961,693 1,961,693 1,961,693 

(2) その他 

  資本剰余金 
 

 

27,979 27,979

 

27,979 

資本剰余金合計   1,989,672 27.1 1,989,672 28.9  1,989,672 26.4

 ３利益剰余金    

(1) 利益準備金  120,000 120,000 120,000 

(2) その他 

利益剰余金 
   

買換資産  

圧縮積立金 
 

 

2,026 1,875

 

1,957 

別途積立金  1,800,000 1,500,000 1,800,000 

繰越利益剰余金  86,727 △20,194 △235,952 

利益剰余金合計   2,008,754 27.3 1,601,681 23.3  1,686,004 22.4

 ４自己株式   △1,361 △0.0 △1,766 △0.0  △1,558 △0.0

  株主資本合計   5,646,786 76.8 5,239,308 76.2  5,323,839 70.7

Ⅱ評価・換算差額等    

１その他有価証券 

評価差額金 
 

 

 26,339 10,446

 

 24,105

評価・換算 

差額等合計 
  

26,339 0.4 10,446 0.2
 

24,105 0.3

純 資 産 合 計   5,673,125 77.2 5,249,754 76.4  5,347,945 71.0

負債純資産合計   7,349,566 100.0 6,873,217 100.0  7,528,828 100.0
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(2)中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19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   3,209,805 100.0 3,054,018 100.0  6,358,557 100.0

Ⅱ．売上原価   2,497,310 77.8 2,441,303 79.9  4,934,344 77.6

   売上総利益   712,495 22.2 612,715 20.1  1,424,213 22.4

Ⅲ．販売費及び 

一般管理費 
  672,427 21.0 625,856 20.5  1,316,837 20.7

営業利益又は 

営業損失（△） 
  40,067 1.2 △13,141 △0.4  107,375 1.7

Ⅳ．営業外収益 ※1  12,936 0.4 28,328 0.9  25,925 0.4

Ⅴ．営業外費用 ※2  733 0.0 1,999 0.1  1,745 0.0

   経常利益   52,270 1.6 13,188 0.4  131,556 2.1

Ⅵ．特別利益 ※3  1,860 0.1 13,563 0.4  1,860 0.0

Ⅶ．特別損失 ※4  3,276 0.1 10,046 0.3  456,895 7.2

税引前中間純利益又は

税引前当期純損失(△) 
  50,854 1.6 16,705 0.5  △323,478 △5.1

法人税、住民税 

及び事業税 
 20,003 117 80,000 

法人税等調整額  △4,358 15,644 0.5 62,900 63,017 2.0 △115,938 △35,938 △0.6

中間純利益又は中間

（当期）純損失(△) 
  35,209 1.1 △46,312 △1.5  △287,540 △4.5

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
エバタ㈱（5278）平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

 
9

(3) 中間株主資本等変動計算書 

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

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
買換資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 

残高(千円) 
1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 9,166 2,150,000 △242,258 2,036,908 △857 5,675,444

中間会計期間中の 

変動額 
     

 剰余金の配当    △63,363 △63,363 △63,363

 中間純利益    35,209 35,209 35,209

 自己株式の取得      △504 △504

買換資産 

圧縮積立金の取崩 
   △7,140 7,140 ― ―

 別途積立金の取崩    △350,000 350,000 ― ―

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額) 

     

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
― ― ― ― ― △7,140 △350,000 328,985 △28,154 △504 △28,658

平成18年９月30日 

残高(千円) 
1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 2,026 1,800,000 86,727 2,008,754 △1,361 5,646,786

 

 
評価・換算差額等 

 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) 32,761 32,761 5,708,206

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △63,363

 中間純利益  35,209

 自己株式の取得  △504

買換資産圧縮積立金の取崩  ―

 別途積立金の取崩  ―

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△6,422 △6,422 △6,422

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
△6,422 △6,422 △35,080

平成18年９月30日残高(千円) 26,339 26,339 5,673,125
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当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
買換資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主資本

合計 

平成19年３月31日 

残高(千円) 
1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,957 1,800,000 △235,952 1,686,004 △1,558 5,323,839

中間会計期間中の 

変動額 
     

 剰余金の配当    △38,010 △38,010 △38,010

 中間純損失    △46,312 △46,312 △46,312

 自己株式の取得      △208 △208

買換資産 

圧縮積立金の取崩 
   △81 81 ― ―

 別途積立金の取崩    △300,000 300,000 ― ―

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額) 

     

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
― ― ― ― ― △81 △300,000 215,758 △84,322 △208 △84,531

平成19年９月30日 

残高(千円) 
1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,875 1,500,000 △20,194 1,601,681 △1,766 5,239,308

 

 
評価・換算差額等 

 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19年３月31日残高(千円) 24,105 24,105 5,347,945

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △38,010

 中間純損失  △46,312

 自己株式の取得  △208

買換資産圧縮積立金の取崩  ―

 別途積立金の取崩  ―

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△13,659 △13,659 △13,659

中間会計期間中の 

変動額合計(千円) 
△13,659 △13,659 △98,190

平成19年９月30日残高(千円) 10,446 10,446 5,249,754
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
買換資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 

残高(千円) 
1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 9,166 2,150,000 △242,258 2,036,908 △857 5,675,444

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当    △63,363 △63,363 △63,363

 当期純損失    △287,540 △287,540 △287,540

 自己株式の取得      △700 △700

買換資産 

圧縮積立金の取崩 
   △7,209 7,209 ― ―

 別途積立金の取崩    △350,000 350,000 ― ―

株主資本以外の項

目の事業年度中の 

変動額(純額) 

     

事業年度中の 

変動額合計(千円) 
― ― ― ― ― △7,209 △350,000 6,305 △350,904 △700 △351,605

平成19年３月31日 

残高(千円) 
 1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,957 1,800,000 △235,952 1,686,004 △1,558 5,323,839

 

評価・換算差額等 

 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) 32,761 32,761 5,708,206

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △63,363

 当期純損失  △287,540

 自己株式の取得  △700

買換資産圧縮積立金の取崩  ―

 別途積立金の取崩  ―

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
△8,655 △8,655 △8,655

事業年度中の 

変動額合計(千円) 
△8,655 △8,655 △360,261

平成19年３月31日残高(千円) 24,105 24,105 5,347,945

 
 

 



 
エバタ㈱（5278）平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

 
12

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
   至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日 

    至 平成19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 税引前中間純利益 
又は税引前当期純損失(△) 

 50,854 16,705 △323,478

２ 減価償却費  97,686 101,743 202,221

３ 貸倒引当金の増加額  5,472 5,735 11,149

４ 賞与引当金の増加･減少(△)額  △812 1,801 △36

５ 役員退職慰労引当金の 
増加･減少(△)額  － △439,399 464,743

６ 退職給付引当金の増加･減少(△)額  2,242 △3,583 2,603

７ 受取利息及び受取配当金  △773 △897 △2,361

８  支払利息  － 141 －

９ 手形売却損  153 － 153

10 有形固定資産除売却損  87 5,715 2,710

11 有形固定資産売却益  △1,860 － △1,860

12  親会社株式売却益  － △13,063 －

13  その他の投資等売却益  － △3,583 －

14 売上債権の増加額  △617,987 △59,703 △414,298

15 たな卸資産の増加額  △45,248 △29,827 △124,639

16 営業保証金の増加額  △382 △274 △1,987

17 仕入債務の増加･減少(△)額  104,562 △39,193 121,549

18  未払事業税の増加･減少(△)額  12 △782 △769

19 未払費用の増加･減少(△)額  4,719 △5,710 △18,321

20 未払消費税等の減少額  △14,360 △3,706 △10,640

21 その他  △17,982 △29,417 4,585

小 計  △433,616 △497,300 △88,676

22 利息及び配当金の受取額  773 897 2,361

23  利息の支払額  － △141 －

24 手形売却損  △689 － △689

25 法人税等の支払額  △5,576 △78,018 △5,637

営業活動によるキャッシュ・フロー  △439,107 △574,563 △92,642

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △77,677 △231,402 △377,612

２ 有形固定資産の売却による収入  5,960 － 20,440

３ 無形固定資産の取得による支出  － △1,181 －

４ 親会社株式の売却による収入  － 17,241 －

５ その他の支出  △741 △214 △1,782

６ その他の収入  1,665 18,865 1,723

投資活動によるキャッシュ・フロー  △70,793 △196,691 △357,231

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 自己株式の取得による支出  △504 △208 △700

２ 配当金の支払額  △62,125 △37,661 △62,236

財務活動によるキャッシュ・フロー  △62,629 △37,870 △62,937

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △572,530 △809,125 △512,811

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,988,515 1,475,704 1,988,515

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 1,415,984 666,578 1,475,704
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１．資産の評価基準 

及び評価方法 

(1)有価証券 

その他有価証券 

(1)有価証券 

その他有価証券 

(1)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） 

同左 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）

 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 同左 同左 

                                             （追加情報） 

当社においては、平成 19 年２月

14 日から平成 19 年３月 14 日の

間、株式会社デイ・シイによる友

好的ＴＯＢが行われました。株式

会社デイ・シイは当社の発行済株

式総数の 51.00％の株式を取得

し、当社は、株式会社デイ・シイ

の連結対象の子会社となりまし

た。これに伴い前期までは、「投資

有価証券」として固定資産に表示

していた株式会社デイ・シイ株式

の当社保有分を、当期より「関係

会社株式」として流動資産に表示

しております。これにより損益に

与える影響はありません。 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 a 商品、製品、原材料、仕掛品及

び貯蔵品（型枠） 

a 商品、製品、原材料、仕掛品及

び貯蔵品（型枠） 

a 商品、製品、原材料、仕掛品及

び貯蔵品（型枠） 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 b 貯蔵品（その他） b 貯蔵品（その他） b 貯蔵品（その他） 

 最終仕入原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価 

償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

但し、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)並びに機械及び装置のうち

合成樹脂（プラスチック）成型加

工用設備については定額法を採

用しております。 

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。 

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物     ７～38 年 

機械及び装置 ２～12 年 

(1)有形固定資産 

a 建物（建物附属設備は除く） 

   ①平成 10年３月 31日以前に取

得したもの 

     旧定率法によっております。

   ②平成 10 年４月１日から平成

19 年３月 31 日までに取得し

たもの 

     旧定額法によっております。

   ③平成 19 年４月１日以降に取

得したもの 

     定額法によっております。 

b 機械及び装置のうち合成樹脂

（プラスチック）成型加工用

設備 

   ①平成 19年３月 31日以前に取

得したもの 

     旧定額法によっております。

    

 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

但し、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)並びに機械及び装置のうち合

成樹脂（プラスチック）成型加工

用設備については定額法を採用し

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。 

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物     ７～38 年 

機械及び装置 ２～12 年 
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前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

  ②平成 19 年４月１日以降に取

得したもの 

    定額法によっております。 

c 上記以外 

   ①平成 19年３月 31日以前に取

得したもの 

     旧定率法によっております。

   ②平成 19 年４月１日以降に取

得したもの 

     定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物     ７～38 年 

機械及び装置 ２～12 年 

 

（会計方針の変更） 

   法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成 19 年４月１

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更して

おります。 

   これにより売上総利益が 1,685

千円、営業利益、経常利益、税引

前中間純利益、中間純利益が

1,777 千円それぞれ減少しており

ます。 

 （追加情報） 

   法人税法の改正に伴い、平成 19

年３月 31 日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によってお

ります。 

これにより売上総利益が 7,945

千円、営業利益が 9,070 千円、経

常利益、税引前中間純利益、中間

純利益が9,138千円それぞれ減少

しております。 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

    定額法によっております。 

但し、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）に基づく定額法を

採用しております。 

なお、その他の無形固定資産の

償却年数については、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。 

同左 同左 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

    均等償却によっております。 

   なお、償却年数については、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。    

同左 同左 
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前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

３．引当金の計上基 

準 

(1)貸倒引当金 

   将来において発生する貸倒れ

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

    従業員への賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上しており

ます。 

     同左 従業員への賞与支給に備えるた

め、支給見込額の当期負担額を計

上しております。 

 (3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。 

   数理計算上の差異については、

簡便法を採用しておりますので

発生しておりません。 

(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、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異については、

簡便法を採用しておりますので発

生しておりません。 

 (4)                     (4)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、役員退職慰労金支給内

規に基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(4)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、役員退職慰労金支給内規

に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

（会計処理の変更） 

役員退職慰労金につきまして

は、従来、支出時の費用として処

理しておりましたが、当期より支

給内規に基づく期末要支給額を固

定負債の役員退職慰労引当金に計

上する方法に変更しております。

この変更は、役員の退職慰労金

を引当計上する会計慣行が定着し

つつあることをふまえ、当期に退

職慰労金に関する規定の整備・改

定を行ったことを契機として、役

員の退職時の費用を役員の在任期

間に応じて適正に配分することに

より期間損益の適正化および財務

体質の健全化を図ることを目的と

して行ったものであります。 

この変更に伴い、当期発生額

19,356 千円を販売費及び一般管

理費に、過年度対応額 445,387 千

円を特別損失に計上しており、従

来の方法によった場合に比べて、

経常利益は 19,356 千円、税引前当

期純利益は 464,743 千円それぞれ

減少しております。 
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前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

   

  なお、当該会計処理の変更が当

下半期に行われたのは、「役員退

職慰労金内規」の整備を進めてき

た結果、平成 19 年２月 13 日開催

の取締役会で合意が得られたこと

によります。 

   従って、当中間期は従来の方法

によっており、変更後の方法によ

った場合と比べ、当中間期の営業

利益及び経常利益は 9,678 千円、

税引前中間純利益は 455,065 千円

多く計上されております。 

４．リース取引の 

処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

     同左      同左 

５．中間キャッシ

ュ・フロー計算

書（キャッシ

ュ・フロー計算

書）における資

金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日が到

来し、流動性が高く容易に換金可

能で、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない短期

的投資からなっております。 

     同左      同左 

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 

 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

    同左 

消費税等の会計処理 

    同左 
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(6) 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 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等）  

（自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正）  

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用指針第８

号）並びに改正後の「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 最終改正平成18年8月

11日 企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第２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5,673,125千円であります。  

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

                         （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

当事業年度から「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第

８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は 5,347,945 千円でありま

す。 

財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

                         （出荷調整金及び代行試験料の会計処理

方法変更）  

従来、生コンクリートの出荷調整時に

おいて発生する調整額及び試験の代行料

を売上高として計上しておりましたが、

当事業年度より同調整額及び代行試験料

を営業外損益として計上しております。 

この変更は、セグメント情報の開示に

伴い生コンクリート事業の損益をより適

正かつ明確に表示する為に行ったもので

あります。  

この変更により従来の方法によった場

合と比較し、売上総利益、営業利益はそ

れぞれ 14,139 千円減少しておりますが、

経常利益及び中間純損失に与える影響は

ありません。 
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項 

 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

※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 

3,568,026千円 3,681,686 千円 3,625,900 千円

※２ 担保に供している資産及び対応する

債務 

※２ 担保に供している資産及び対応する

債務 

※２ 担保に供している資産及び対応する

債務 

 (1) 担保に供している資産  (1) 担保に供している資産  (1) 担保に供している資産 

土          地           15,000千円 土          地           15,000千円 土          地           15,000千円

投資その他の資産（保証金） 70,255     投資その他の資産（保証金） 72,134    投資その他の資産（保証金） 71,859    

    計             85,255         計             87,134        計             86,859    

 (2) 対応する債務  (2) 対応する債務  (2) 対応する債務 

支 払 手 形          1,193千円 支 払 手 形          5,093千円 支 払 手 形          5,523千円

買  掛  金          7,446   買  掛  金          8,630  買  掛  金         12,229  

未 払 費 用          538     未 払 費 用          501    未 払 費 用          499    

計              9,177     計              14,224    計             18,251    

３ 消費税等の取扱い ３ 消費税等の取扱い ３                     

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、未収消費税等または未払消費税

等として流動資産または流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

     同左       

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 

賃貸収入            1,813千円 賃貸収入            1,658千円 賃貸収入            3,564千円

仕入割引            5,757 仕入割引            5,694 仕入割引           11,479 

 
出荷調整金            10,846 

代行試験料             3,292 
 

※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 

手形売却損           153千円 支払利息              141千円 手形売却損           153千円

売上割引              470 売上割引            1,110 売上割引            1,360 

※３ 特別利益のうち主要項目 ※３ 特別利益のうち主要項目 ※３ 特別利益のうち主要項目 

固定資産売却益         1,860千円 親会社株式売却益      13,063千円 固定資産売却益         1,860千円

※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目 

三 郷 撤 去 費 用         1,768千円 固定資産除却損         5,715千円 三 郷 撤 去 費 用         1,768千円

型枠返却               1,420 撤去費用               4,331 固定資産除却損      2,710 

固定資産除却損            87  役員退職慰労引当金 

繰入額               445,387 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産            97,586千円    有形固定資産           101,585千円    有形固定資産           202,021千円

   無形固定資産               100    無形固定資産               158    無形固定資産               200 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

    

前中間会計期間（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 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 12,676,860 － － 12,676,860

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 4,113 1,800 － 5,913

自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．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 63,363 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

      該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 12,676,860 － － 12,676,860

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,713 1,000 － 7,713

自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 38,010 ３ 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

      該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 12,676,860 － － 12,676,860

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 4,113 2,600 － 6,713

自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．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 63,363 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの    

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 38,010 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金勘定     1,415,984 千円 現金及び預金勘定       666,578 千円 現金及び預金勘定     1,475,704 千円

現金及び現金同等物   1,415,984 現金及び現金同等物     666,578 現金及び現金同等物   1,475,704 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１ 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 

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 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

車両 

運搬具 

(千円) 

工具器具 

及び備品 

(千円) 

合計 

(千円) 
 

車両 

運搬具

(千円)

工具器具

及び備品

(千円)

合計 

(千円)
 

車両 

運搬具 

(千円) 

工具器具

及び備品

(千円)

合計 

(千円)

取得価額 

相当額 
14,689 103,401 118,090 

取得価額 

相当額 
14,689 102,808 117,497

取得価額 

相当額 
14,689 106,750 121,439

減価償却累

計額相当額 
3,150 51,196 54,347 

減価償却累

計額相当額
5,984 76,009 81,993

減価償却累

計額相当額 
4,567 65,813 70,380

中間期末 

残高相当額 
11,538 52,204 63,742 

中間期末 

残高相当額
8,704 26,799 35,504

期末残高 

相当額 
10,121 40,937 51,059

   なお、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    なお、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 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内    30,494 千円 １年以内    24,549 千円 １年以内    29,336 千円 

 １年超      33,248       １年超      10,954       １年超      21,722      

 合計        63,742  合計        35,504  合計        51,059 

   なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

     同左    なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しており

ます。 

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額 

    支払リース料      15,123 千円     支払リース料      15,554 千円     支払リース料      30,903 千円 

    減価償却費相当額  15,123     減価償却費相当額  15,554     減価償却費相当額  30,903 

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 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 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料     未経過リース料     未経過リース料 

１年以内     4,669 千円 １年以内     6,362 千円 １年以内     5,256 千円 

 １年超       7,332       １年超       6,691       １年超       6,313      

 合計        12,002  合計        13,054  合計        11,570 
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（有価証券関係） 

 

前中間会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 26,555 66,022 39,466

（注）その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得価額を 30％以上下落したものについては原則として減損

処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
2,000 

 

当中間会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 22,377 38,065 15,687

（注）その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得価額を 30％以上下落したものについては原則として減損

処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
2,000 

 

前事業年度末（平成 19 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 26,555 62,263 35,707

（注）その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得価額を 30％以上下落したものについては原則として減損

処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
2,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 18 年４ 月１ 日 至 平成 18 年９ 月 30 日）、当中間会計期間（自 平成 19 年４月１ 

日 至 平成 19 年９ 月 30 日）及び前事業年度（自 平成 18 年４ 月１ 日 至 平成 19 年３ 月 31 日） 

当社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 18 年４ 月１ 日 至 平成 18 年９ 月 30 日）、当中間会計期間（自 平成 19 年４月１ 

日 至 平成 19 年９ 月 30 日）及び前事業年度（自 平成 18 年４ 月１ 日 至 平成 19 年３ 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額           447.42円 １株当たり純資産額          414.37円 １株当たり純資産額          422.09 円

１株当たり中間純利益金額       2.77円 １株当たり中間純損失金額      3.66円 １株当たり当期純損失金額     22.69 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、１株当たり純損

失であり、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株当たり当期

純利益金額については、１株当たり純損

失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

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

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月 １日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月 １日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月 １日

至 平成19年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)(千円) 35,209 △46,312 △287,540

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は 

普通株式に係る中間(当期)純損失(△)(千円) 
35,209 △46,312 △287,540

普通株式の期中平均株式数（株） 12,672,400 12,669,740 12,671,485

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５.その他 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

  

 ① 生産実績                                                                  (単位：千円) 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 
部 門 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

管 路 － 1,474,602 － 1,511,853 － 3,006,969

 ㎥ ㎥ ㎥ 

生コンクリート 111,635 1,218,094 95,454 1,111,491 202,253 2,386,819

合 計 － 2,692,696 － 2,623,344 － 5,393,788

（注）１. 管路製品の生産数量については、素材や取扱品目が多岐にわたるため、表示が困難であり、記載を省

略しております。なお、管路製品には外注加工品が含まれております。  

２．金額は販売価格によって算出しております。  

３．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注実績 

生コンクリート                                                                (単位：千円) 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 
 

数量(㎥) 金額 数量(㎥) 金額 数量(㎥) 金額 

受 注 高 119,675 1,287,238 94,574 1,103,923 208,453 2,440,139

受注残高 70,210 603,806 67,490 580,414 68,370 587,982

（注）１. 金額は販売価格によって算出しております。  

２．金額には消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績                                                                    (単位：千円) 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 
部 門 

数量(㎥) 金額 数量(㎥) 金額 数量(㎥) 金額 

管 路  1,450,931 1,427,119  2,900,749

 ㎥ ㎥ ㎥ 

生コンクリート 111,635 1,218,094 95,454 1,111,491 202,253 2,386,819

製 品 計  2,669,025 2,538,611  5,287,568

 ｔ ｔ ｔ 

セメント 43,152 403,676 34,803 329,327 83,140 778,140

その他建材品  137,104 186,079  292,848

商 品 計  540,780 515,407  1,070,989

合 計  3,209,805 3,054,018  6,358,557

（注）１. 管路製品の生産数量については、素材や取扱品目が多岐にわたるため、表示が困難であり、記載を省

略しております。なお、管路製品には外注加工品が含まれております。  

２．金額は販売価格によって算出しております。  

３．金額には消費税等は含まれておりません。 


