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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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 23,237 △9.7 △1,155 － △1,034 － △1,198 －

18年９月中間期 25,720 10.1 △526 － △424 － △425 －

19年３月期 66,648 － 1,093 － 1,230 － 1,181 －

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 △22 75  －

18年９月中間期 △8 08  －

19年３月期 22 43  －

（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）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

19年９月中間期 61,155 33,418 54.6 634 51

18年９月中間期 61,021 33,884 55.5 643 34

19年３月期 66,908 35,339 52.8 670 98

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,418百万円 18年９月中間期 33,884百万円 19年３月期 35,339百万円

(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

19年９月中間期 3,851 △348 △1,428 8,158

18年９月中間期 382 △606 1,043 6,450

19年３月期 414 △592 527 5,979

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  － 8 00 8 00

20年３月期  －  　 －

20年３月期（予想） 　　　　　－ 8 00 8 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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 67,000 0.5 1,100 0.6 1,200 △2.5 800 △32.3 15 19
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無
   

(2）中間連結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に記載されるもの）
①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）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 57,804,450株 18年９月中間期 57,804,450株 19年３月期 57,804,450株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 5,137,092株 18年９月中間期 5,135,178株 19年３月期 5,136,021株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

 

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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 21,016 △13.0 △1,006 － △876 － △1,032 －

18年９月中間期 24,179 12.4 △295 － △138 － △343 －

19年３月期 61,713 － 1,431 － 1,642 － 1,015 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △19 61

18年９月中間期 △6 52

19年３月期 19 28

(2）個別財政状態
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 58,196 33,475 57.5 635 61

18年９月中間期 57,647 34,031 59.0 646 14

19年３月期 63,317 35,237 55.7 669 05

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,475百万円 18年９月中間期 34,031百万円 19年３月期 35,237百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（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 59,500 △3.6 1,050 △26.6 1,150 △30.0 750 △26.1 14 24

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。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可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、３～４ページ「経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速懸念、原油をはじめとした原材料価格の高騰等の不安

定要因を抱えつつも、企業の設備投資が引き続き増加基調を保つなど、景気は緩やかな回復基調を維持しました。

　建設業界におきましては、上記のとおり企業の設備投資の増加により民間建設投資は増加したものの、公共建設投

資は依然として縮減傾向にあり、厳しい受注環境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、前年度からの繰越工事が前年同期に比べ

て少なかったことと、当社において当中間期に完成予定であった大型工事の完成計上が施工数量の増加等により下半

期にずれこんだことなどにより、前年同期比9.7％減の232億３千７百万円となりました。

　利益面では、上記のとおり当社において売上高が減少したことにより、売上総利益は前年同期比13.7％減の28億２

千３百万円となりました。

　また、営業損失は売上総利益が減少したことに加え、販売費及び一般管理費が、調査研究費の増加・貸倒引当金の

積み増し等により増加したため、11億５千５百万円（前年同期は５億２千６百万円の損失）となりました。経常損失・

中間純損失は各々10億３千４百万円（前年同期は４億２千４百万円の損失）、11億９千８百万円（前年同期は４億２

千５百万円の損失）となりました。　

① 部門別の概況 

 　当中間連結会計期間における、当社グループの受注高・売上高・手持工事高は下記のとおりです。

事業・工事別

受　注　高

（百万円）

売　上　高

（百万円）

手持工事高

（百万円）

前中間連結 当中間連結 前中間連結 当中間連結 前中間連結 当中間連結

会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 会計期間 会計期間

　法面保護工事 9,829 10,270 7,013 5,747 13,761 14,105

　地すべり対策工事 6,138 4,955 6,074 3,706 6,817 5,228

　基礎・地盤改良工事 10,858 13,553 9,822 8,882 13,715 17,664

　補修・補強工事 717 1,463 582 719 1,049 2,008

　環境修復工事 1,044 582 523 889 1,665 882

　

　その他の工事

 

 管きょ 1,997 1,451 702 825 1,899 1,860

 その他 3,194 2,794 854 2,225 6,746 6,387

 建設部門計 33,781 35,072 25,573 22,997 45,656 48,137

 商品・資材販売等部門 　　　　　- 　　　　 　- 146 240            -            -

合計 33,781 35,072 25,720 23,237 45,656 48,137

   

　　建設部門における受注高の工事種目別の状況は下記のとおりです。

　　

    　イ．法面関連工事（法面保護工事、地すべり対策工事）

　　　　　地震や台風などの大規模な災害復旧関連の斜面対策工事が減少したことにより、前年同期比4.7％減の152億

          ２千６百万円となりました。

　　　ロ．基礎・地盤改良工事

　　　　　国内の民間工場新設に伴う地盤改良工事及び民間工場等の液状化対策工事が増加したことにより、前年同期

　　　　　比24.8％増の135億５千３百万円となりました。

　　　ハ．補修補強工事

　　　　　大型の農業用水路の補修工事・橋梁橋脚補修工事を受注したことにより、前年同期比104.0％増の14億６千

          ３百万円となりました。

　　　ニ．環境修復工事

　　　　　土壌汚染の調査件数は増加したものの、土壌汚染対策工事が減少したことと、環境配慮型の法面緑化工事

　　　　　が減少したことにより、前年同期比44.2％減の５億８千２百万円となりました。
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　　　ホ．その他の工事（下水道管埋設工事ほか）

　　　　　下水道管埋設工事が減少したこと等により、前年同期比18.2％減の42億４千５百万円となりました。

 　　なお、商品・資材販売等部門の売上高は２億４千万円であり、主なものは建設資材の販売等であります。

 

  ② 通期の見通し

 　 　建設業界におきましては、民間建設投資は堅調に推移するものと思われますが、公共建設投資は依然として縮減

 　傾向にあり、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　　 当社グループの通期見通しにつきましては、連結売上高670億円、営業利益11億円、経常利益12億円、当期純利益

 　８億円を予想しております。

 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、資本及び純資産の状況 

  資産につきましては、前年同期比１億３千４百万円増加しました。これは、減価償却費等による有形固定資産の減

少と投資有価証券の減少により固定資産が21億５千万円減少しましたが、未成工事支出金が増加したことにより流動

資産が22億８千４百万円増加したことによるものです。

　負債につきましては、前年同期比６億円増加しました。これは、工事未払金、短期借入金等が減少しましたが、大

型工事に係る未成工事受入金等が増加したことにより、流動負債が８億１千万円増加したことによるものです。

　純資産につきましては、前年同期比４億６千６百万円減少しました。これは、株式市況の低迷により、その他有価

証券評価差額金が４億５千９百万円減少したことによるものです。

 

② キャッシュフローの状況 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、38億５千１百万円の収入超過（前年同期は３億８千２百万円の収入超過）

となりました。これは主に、売上債権の減少による収入124億８千５百万円、未成工事受入金の増加による収入35億５

千８百万円及び減価償却費等の収入に対して、仕入債務の減少による支出57億３千１百万円及び未成工事支出金の増

加による支出50億９百万円等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、３億４千８百万円の支出超過（前年同期は、６億６百万円の支出超過）と

なりました。これは主に、投資有価証券の購入超過１億７千７百万円及び有形固定資産の取得超過１億９千８百万円

によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、14億２千８百万円の支出超過（前年同期は10億４千３百万円の収入超過）

となりました。これは主に短期借入金の返済10億７百万円及び配当金の支払額４億２千１百万円によるものでありま

す。

　以上により、当連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

額１億７百万円を加え、前連結会計年度末より21億７千９百万円増加し81億５千８百万円となりました。
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年9月

中間期

平成19年9月

中間期

平成19年

3月期

自己資本比率 55.5％  54.6％ 52.8％

時価ベースの自己資

本比率
33.7％  27.0％ 30.0％

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率
7.2年  0.3年 5.5年

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
9.9倍 158.6倍 5.1倍 

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／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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）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おります。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　　　　また、利払いについては、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。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  利益配分にあたりましては、安定的な配当の維持を基本とするとともに、将来に向けた新技術の開発、新規事業の

展開などに内部留保金を活用し、収益力の向上、経営基盤の強化に努めることを基本方針としております。

  当期の配当につきましては、１株当たり８円を予定しております。
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２．企業集団の状況
 企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。

 

 得  意  先 

建設事業 

連結子会社 
(株)小野良組 
(株)シーイー・クリエート 
(株)九州リアライズ 
(株)東北リアライズ 
(株)みちのくリアライズ 
RAITO, INC. 

非連結子会社 
RAITO SINGAPORE PTE. LTD. 

その他 

連結子会社 

(建設資材販売、車両・事務用機器・建設機械等のリース業・労働者派遣業) 

(株)アウラ・ルガール 

非連結子会社 

(損害・生命保険代理店業) 

(株)エド・エンタープライズ 

その他 

非連結子会社 

(居宅介護サービス業) 

(株)やさしい手らいと 

建設事業 
 

当  社 

（矢印は工事、販売、サービス業務等の流れ）

 

 （注）非連結子会社(株)ソルデータ・ジャパンは平成19年５月１日開催の同社臨時株主総会において解散を決議し、

平成19年８月31日に清算結了いたしました。
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３．経営方針

(1)「会社の経営の基本方針」、(2)「中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月18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

しております。

　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.raito.co.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金預金   6,450   8,858  2,408  5,979  

２　受取手形・完成工事
未収入金等

※５  17,160   13,677  △3,482  26,034  

３　未成工事支出金   11,289   14,405  3,115  9,366  

４　その他たな卸資産   228   196  △31  221  

５　繰延税金資産   238   248  10  257  

６　その他   1,535   1,827  292  1,532  

貸倒引当金   △197   △225  △28  △245  

流動資産合計   36,705 60.2  38,990 63.8 2,284  43,145 64.5

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物・構築物 ※４ 3,463   3,271    3,375   

(2）機械・運搬具
・工具器具・備品

 3,176   2,823    3,118   

(3）土地 ※４ 9,737   9,660    9,697   

(4）その他  254 16,631 27.2 39 15,795 25.8 △836 18 16,210 24.2

２　無形固定資産  71 71 0.1 72 72 0.1 0 75 75 0.1

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券  5,069   4,300    4,820   

(2）繰延税金資産  471   681    574   

(3）長期未収入金  3,644   －    －   

(4）その他  2,643   2,043    2,770   

貸倒引当金  △4,216 7,612 12.5 △728 6,297 10.3 △1,314 △688 7,477 11.2

固定資産合計   24,315 39.8  22,165 36.2 △2,150  23,763 35.5

資産合計   61,021 100.0  61,155 100.0 134  66,908 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形
・工事未払金等

※５  13,056   11,838  △1,217  17,489  

２　短期借入金 ※３  2,769   1,243  △1,525  2,258  

３　未払法人税等   112   41  △70  97  

４　未成工事受入金   6,511   9,449  2,938  5,877  

５　完成工事補償引当金   67   66  △1  68  

６　工事損失引当金   －   317  317  335  

７　その他   1,773   2,143  370  2,441  

流動負債合計   24,290 39.8  25,101 41.1 810  28,568 42.7

Ⅱ　固定負債            

１　再評価に係る
繰延税金負債

  1,435   1,435  －  1,435  

２　退職給付引当金   352   422  69  546  

３　債務保証損失引当金 ※４  146   144  △2  146  

４　負ののれん   28   21  △7  25  

５　その他 ※４  883   613  △269  846  

固定負債合計   2,846 4.7  2,636 4.3 △209  3,000 4.5

負債合計   27,137 44.5  27,737 45.4 600  31,568 47.2

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   6,119 10.0  6,119 10.0 －  6,119 9.1

２　資本剰余金   6,358 10.4  6,358 10.4 －  6,358 9.5

３　利益剰余金   22,923 37.6  22,920 37.5 △2  24,530 36.7

４　自己株式   △1,696 △2.8  △1,697 △2.8 △0  △1,696 △2.5

株主資本合計   33,704 55.2  33,701 55.1 △3  35,311 52.8

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  1,148 1.9  688 1.1 △459  995 1.5

２　土地再評価差額金   △1,053 △1.7  △1,053 △1.7 －  △1,053 △1.6

３　為替換算調整勘定   84 0.1  81 0.1 △2  85 0.1

評価・換算差額等合計   179 0.3  △283 △0.5 △462  27 0.0

純資産合計   33,884 55.5  33,418 54.6 △466  35,339 52.8

負債純資産合計   61,021 100.0  61,155 100.0 134  66,908 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   25,720 100.0  23,237 100.0 △2,482  66,648 100.0

Ⅱ　売上原価   22,449 87.3  20,413 87.8 △2,036  57,798 86.7

売上総利益   3,270 12.7  2,823 12.2 △446  8,850 13.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,797 14.8  3,978 17.1 181  7,757 11.7

営業利益
又は営業損失（△）

  △526 △2.1  △1,155 △4.9 △628  1,093 1.6

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  7   2    18   

２　受取配当金  84   96    105   

３　特許実施料収入  11   10    16   

４　負ののれん償却額  3   3    7   

５　その他  50 156 0.6 55 168 0.7 11 106 254 0.4

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  38   24    80   

２　手形売却損  0   0    1   

３　支払手数料  1   8    8   

４　前受金保証料  5   6    12   

５　為替差損  2   －    0   

６　その他  6 54 0.2 8 47 0.2 △6 15 117 0.2

経常利益
又は経常損失（△）

  △424 △1.7  △1,034 △4.4 △609  1,230 1.8

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却益 ※２ 15   5    53   

２　投資有価証券売却益  99   33    109   

３　貸倒引当金戻入益  1   2    73   

４　前期損益修正益  －   6    12   

５　その他  12 128 0.5 0 48 0.2 △79 9 258 0.4

            

Ⅶ　特別損失            

１　会員権評価損  10   0    17   

２　退職加算金  12   12    42   

３　固定資産売却損 ※３ 23   11    41   

４　減損損失 ※４ －   －    39   

５　その他  11 57 0.2 12 36 0.2 △21 97 238 0.4

税金等調整前中間純損
失（△）又は税金等調
整前当期純利益

  △353 △1.4  △1,021 △4.4 △668  1,249 1.8

法人税、住民税及び事
業税

 48   65    101   

過年度法人税等  －   －    △38   

法人税等調整額  23 72 0.3 110 176 0.8 104 5 68 0.1

中間純損失（△）
又は当期純利益

  △425 △1.7  △1,198 △5.2 △772  1,181 1.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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（百万円） 6,119 6,358 23,875 △1,696 34,657

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △526  △526

中間純損失   △425  △425

自己株式の取得    △0 △0

      

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

  △952 △0 △952

平成18年９月30日残高（百万円） 6,119 6,358 22,923 △1,696 33,704

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金 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（百万円） 1,414 △1,053 82 444 35,101

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △526

中間純損失     △425

自己株式の取得     △0

      

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）

△266  1 △264 △264

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△266  1 △264 △1,217

平成18年９月30日残高（百万円） 1,148 △1,053 84 179 33,884

　（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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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 24,530 △1,696 35,311

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △421  △421

中間純損失   △1,198  △1,198

自己株式の取得    △0 △0

非連結子会社の新規連結に伴う剰
余金の増加

  9  9

      

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

  △1,609 △0 △1,610

平成19年９月30日残高（百万円） 6,119 6,358 22,920 △1,697 33,701

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日残高（百万円） 995 △1,053 85 27 35,339

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △421

中間純損失     △1,198

自己株式の取得     △0

非連結子会社の新規連結に伴う剰
余金の増加

    9

      

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）

△307  △3 △311 △311

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△307  △3 △311 △1,921

平成19年９月30日残高（百万円） 688 △1,053 81 △283 33,418
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前連結会計年度の連結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（百万円） 6,119 6,358 23,875 △1,696 34,657

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △526  △526

当期純利益   1,181  1,181

自己株式の取得    △0 △0

      

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

  654 △0 654

平成19年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 24,530 △1,696 35,311

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金 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（百万円） 1,414 △1,053 82 444 35,101

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △526

当期純利益     1,181

自己株式の取得     △0

      

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△419  2 △416 △416

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△419  2 △416 237

平成19年３月31日残高（百万円） 995 △1,053 85 27 35,339

　（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　税金等調整前中間純
損失(△）又は税金等
調整前当期純利益

 △353 △1,021 △668 1,249

２　減価償却費  540 613 72 1,132

３　減損損失  － － － 39

４　負ののれん償却額  △3 △3 － △7

５　貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △651 66 718 55

６　完成工事補償引当金
の増減額（減少：
△）

 △4 △1 2 △3

７　工事損失引当金の増
減額（減少：△）

 － △16 △16 335

８　退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 △130 △124 5 64

９　役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 △402 － 402 △402

10　債務保証損失引当金
の増減額（減少：
△）

 △13 △2 10 △13

11　受取利息及び受取配
当金

 △91 △99 △7 △123

12　支払利息  38 24 △14 80

13　手形売却損益（益：
△）

 0 0 △0 1

14　投資有価証券売却損
益（益：△）

 △99 △33 65 △109

15　投資有価証券評価損  － 0 0 20

16　会員権評価損  10 0 △10 17

17　売上債権の増減額
（増加：△）

 6,426 12,485 6,059 △2,445

18　未成工事支出金の増
減額（増加：△）

 △2,812 △5,009 △2,197 △887

19　たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △29 23 53 △22

20　仕入債務の増減額
（減少：△）

 △3,344 △5,731 △2,386 1,087

21　未成工事受入金の増
減額（減少：△）

 1,101 3,558 2,456 467

22　その他  269 △839 △1,108 △12

小計  452 3,890 3,438 522

23　利息及び配当金の受
取額

 91 99 7 123

24　利息の支払額  △38 △24 14 △80

25　手形売却による支払
額

 △0 △0 0 △1

26　法人税等の支払額  △122 △113 8 △150

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 382 3,851 3,468 414
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　有形固定資産・無形
固定資産の取得によ
る支出

 △454 △274 180 △1,101

２　有形固定資産・無形
固定資産の売却によ
る収入

 171 75 △95 676

３　投資有価証券の取得
による支出

 △1,262 △1,484 △222 △2,121

４　投資有価証券の売却
による収入

 929 1,307 378 1,759

５　定期預金の預入によ
る支出

 － △100 △100 －

６　保険解約による収入  － 149 149 －

７　その他  10 △21 △32 193

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △606 △348 257 △592

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（減少：△）

 1,803 △1,007 △2,810 1,291

２　長期借入金返済によ
る支出

 △235 － 235 △236

３　配当金の支払額  △523 △421 102 △527

４　自己株式取得による
支出

 △0 △0 △0 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,043 △1,428 △2,472 527

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 0 △1 △2 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 820 2,071 1,251 349

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 5,630 5,979 349 5,630

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増減額

 － 107 107 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 6,450 8,158 1,708 5,979
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(5) 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
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する

事項

連結子会社数　　　　４社

連結子会社

㈱アウラ・ルガール

RAITO,INC.

㈱トゥエンティーワン・ク

リエート

㈱小野良組

連結子会社数　　　　７社

連結子会社

㈱アウラ・ルガール

RAITO,INC.

㈱小野良組

㈱シーイー・クリエート

㈱九州リアライズ

㈱東北リアライズ

㈱みちのくリアライズ 

（注）㈱シーイー・クリ

エート、㈱九州リアライズ、

㈱東北リアライズ、㈱みち

のくリアライズにつきまし

ては、重要性が増したた

め、 当中間期より連結子会

社といたしました。

連結子会社数　　　　３社

連結子会社

㈱アウラ・ルガール

RAITO,INC.

㈱小野良組

（注）連結子会社㈱トゥエ

ンティワン・クリエートは

平成17年３月15日開催の同

社臨時株主総会において解

散を決議し、平成19年３月

27日に清算結了いたしまし

た。

 非連結子会社名

㈱シーイー・クリエート

㈱九州リアライズ

㈱東北リアライズ

㈱エド・エンタープライズ

㈱みちのくリアライズ

ソルデータ・ジャパン㈱

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

非連結子会社名

㈱エド・エンタープライズ

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

非連結子会社名

㈱シーイー・クリエート

㈱九州リアライズ

㈱東北リアライズ

㈱エド・エンタープライズ

㈱みちのくリアライズ

ソルデータ・ジャパン㈱

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

 　非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてお

りません。

同左 　非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしておりま

せん。

２　持分法の適用に関す

る事項

持分法非適用の非連結子会社

名

㈱シーイー・クリエート

㈱九州リアライズ

㈱東北リアライズ

㈱エド・エンタープライズ

㈱みちのくリアライズ

ソルデータ・ジャパン㈱

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

持分法非適用の非連結子会社

名

㈱エド・エンタープライズ

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

持分法非適用の非連結子会社

名

㈱シーイー・クリエート

㈱九州リアライズ

㈱東北リアライズ

㈱エド・エンタープライズ

㈱みちのくリアライズ

ソルデータ・ジャパン㈱

RAITO SINGAPORE PTE.LTD.

㈱やさしい手らいと

 　上記の持分法非適用の非連

結子会社は、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）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、持分法の適用から除外し

ております。

 同左 　上記の持分法非適用の非連

結子会社は、連結純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）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、持分法の適用から除外し

ております。

３　連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関

する事項

　連結子会社の中間決算日は

中間連結財務諸表提出会社と

同一であります。

同左 　連結子会社の事業年度は連

結財務諸表提出会社と同一で

あります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

算定しております。）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

有価証券

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。）

 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

 たな卸資産

①　未成工事支出金

個別法による原価法

たな卸資産

①　未成工事支出金

同左

たな卸資産

①　未成工事支出金

同左

 ②　材料貯蔵品

先入先出法による原価

法

②　材料貯蔵品

同左

②　材料貯蔵品

同左

 ───── ───── ─────

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方法

有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

主として定率法（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）は

定額法）によっております。

　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。

　在外連結子会社は主として

見積耐用年数に基づく定額法

によっております。

有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

主として定率法（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）は

定額法）によっております。

　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。

　在外連結子会社は主として

見積耐用年数に基づく定額法

によっております。

（会計方針の変更）

  法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19

年３月30日　政令83号））に

伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、

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。

　この変更に伴い、当中間連

結会計期間の減価償却費は従

来の方法によった場合と比較

して５百万円増加し、営業損

失、経常損失及び税金等調整

前中間純損失はそれぞれ４百

万円増加しております。

有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は

主として定率法（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）は

定額法）によっております。

　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。

　在外連結子会社は主として

見積耐用年数に基づく定額法

によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  

 

 

（追加情報）

　なお、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

了した翌連結会計年度から５

年間で均等償却する方法に

よっております。

　この変更に伴い、当中間連

結会計期間の減価償却費は従

来の方法によった場合と比較

して77百万円増加し、営業損

失、経常損失及び税金等調整

前中間純損失はそれぞれ64百

万円増加しております。

 

 

 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。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計

上基準

貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒

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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 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１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して

おります。

完成工事補償引当金

同左

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、当連結会

計年度の完成工事高に対する

将来の見積補償額に基づいて

計上しております。

  ─────

 

工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失

に備えるため、当中間連結会

計期間末手持工事のうち損失

の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もるこ

とが出来る工事について損失

見込額を計上しております。

工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失

に備えるため、当連結会計年

度末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることが

出来る工事について損失見込

額を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 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（15

年）による定額法により翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

　過去勤務債務は、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（15年）

による定額法により費用処理

することとしております。

　また、国内連結子会社のう

ち１社は、簡便法により中間

連結会計期間末要支給額の

100％を計上しております。

退職給付引当金

同左

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（15

年）による定額法により翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。

　過去勤務債務は、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（15年）

による定額法により費用処理

することとしております。

　また、国内連結子会社のう

ち１社は、簡便法により当連

結会計年度末要支給額の

100％を計上しております。

 （追加情報）

　平成18年５月19日開催の取

締役会及び、平成18年６月29

日開催の定時株主総会におい

て役員退職慰労金制度を廃止

することといたしました。こ

れに伴い役員退職慰労引当金

は内規により確定した金額を

固定負債の「その他」に含め

て表示しております。

──────

 

（追加情報）

　平成18年５月19日開催の取

締役会及び、平成18年６月29

日開催の定時株主総会におい

て役員退職慰労金制度を廃止

することといたしました。こ

れに伴い役員退職慰労引当金

は内規により確定した金額を

固定負債の「その他」に含め

て表示しております。

 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備え

るため、保証先の財政状態等

を勘案し、負担損失見込額を

計上しております。

債務保証損失引当金

同左

債務保証損失引当金

同左

(4）完成工事高の計上

基準

　国内会社は工事完成基準、

在外子会社は工事進行基準に

よっております。

同左 同左

(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。

同左 同左

(6）その他中間連結財

務諸表（連結財務諸

表）作成のための基

本となる事項

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。

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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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

負ののれんの償却に

関する事項

　負ののれんの償却について

は、その個別案件ごとに判断

し、20年以内の合理的な年数

で償却しております。ただし、

金額が僅少なものについては、

発生時一括償却をしておりま

す。

　中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結財務諸表の

表示に関する変更は以下のと

おりであります。

同左 　負ののれんの償却について

は、その個別案件ごとに判断

し、20年以内の合理的な年数

で償却しております。ただし、

金額が僅少なものについては、

発生時一括償却をしておりま

す。

　連結財務諸表規則の改正に

よる連結財務諸表の表示に関

する変更は以下のとおりであ

ります。

 （中間連結貸借対照表）

　「連結調整勘定」は当中間

連結会計期間から「負ののれ

ん」として表示しております。

 ───── （連結貸借対照表）

　「連結調整勘定」は当連結

会計年度から「負ののれん」

として表示しております。

 （中間連結損益計算書）

　「連結調整勘定償却額」は

当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示

しております。

 ───── （連結損益計算書）

　「連結調整勘定償却額」は

当連結会計年度から「負のの

れん償却額」として表示して

おります。

 （中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書）

　「連結調整勘定償却額」は

当中間連結会計期間から「負

ののれん償却額」として表示

しております。

 ───── （連結キャッシュ・フロー計

算書）

　「連結調整勘定償却額」は

当連結会計年度から「負のの

れん償却額」として表示して

おります。

６　中間連結（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か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 　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か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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(6) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　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

会計基準適用指針第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33,884百万円であります。

　中間連結財務諸表規則の改正により、当中

間連結会計期間における中間連結財務諸表は、

改正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

 ────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

　当連結会計年度から「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。

　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35,339百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結財務諸表は、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。

(7) 表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

──────  （中間連結損益計算書）

 　「前期損益修正益」は、前中間連結会計期間末は、特

別利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間末において重要性が増したため区分掲記し

ております。

 　なお、前中間連結会計期間末の「前期損益修正益」の

金額は、12百万円であります。
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(8) 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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

27,162百万円 27,569百万円 27,235百万円

　２　受取手形割引高 　２　受取手形割引高  

603百万円 466百万円  

※３　当社グループは、運転資金の効率的な

運用を行うため、取引銀行７行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間連結会計

期間末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。

※３　当社グループは、運転資金の効率的な

運用を行うため、取引銀行６行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間連結会計

期間末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。

※３　当社グループは、運転資金の効率的な

運用を行うため、取引銀行６行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。当連結会計年度

末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,322百万円

借入実行残高 2,619

差引額 2,702

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,274百万円

借入実行残高  1,143

差引額 7,130

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,326百万円

借入実行残高 2,158

差引額 6,167

※４　担保資産及び担保付債務 ※４　担保資産及び担保付債務 ※４　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおり

であります。

担保に供している資産は、次のとおり

であります。

担保に供している資産は、次のとおり

であります。

土地 31百万円 建物 2百万円

土地 12百万円

合計 15百万円

建物 2百万円

土地 50百万円

合計 52百万円

担保付債務は以下のとおりであります。 担保付債務は以下のとおりであります。 担保付債務は以下のとおりであります。

その他（長期未払

金）
31百万円

債務保証損失引当金 15百万円

債務保証損失引当金 15百万円 長期未払金 31百万円

債務保証損失引当金 15百万円

※５　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

決済処理しております。

※５　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

決済処理しております。

 ※５　連結会計年度末日満期手形の処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理

しております。

なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の満期

手形が中間会計期間末日残高に含まれ

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、次の満期

手形が中間会計期間末日残高に含まれ

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、次の満期

手形が中間会計期間末日残高に含まれ

ております。

受取手形 2百万円

支払手形 3

受取手形割引高 356

受取手形 75百万円

受取手形割引高 166

受取手形 263百万円

支払手形  326
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　このうち、主要な費用及び金額は、次

のとおりであります。

※１　このうち、主要な費用及び金額は、次

のとおりであります。

※１　このうち、主要な費用及び金額は、次

のとおりであります。

従業員給料手当 1,872百万円

退職給付費用 57百万円

通信交通費 379百万円

従業員給料手当 1,992百万円

退職給付費用 65百万円

通信交通費 365百万円

貸倒引当金繰入額 190百万円

従業員給料手当 3,728百万円

退職給付費用 117百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
11百万円

貸倒引当金繰入額 179百万円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳

機械 7百万円

車両運搬具 5

土地 2

計 15

機械 5百万円

その他 0

計 5

機械 45百万円

土地  2

その他 5

計 53

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳

機械 7百万円

土地 4

投資有価証券 7

その他 2

計 23

機械 7百万円

土地 4

その他 0

計 11

機械 25百万円

土地  4

投資有価証券  7

その他 3

計 41

───── ───── ※４　減損損失

(1）減損損失の概要

当社グループは、遊休資産に係る市

場価額の著しい低下に対し、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、該当

減少額を減損損失（39百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

  場所 用途 種類 減損損失

宮城県
仙台市

遊休 土地 39百万円

  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、不

動産鑑定評価基準、路線価による相

続税評価額等及び売却予定価額を基

礎とした指標により評価しておりま

す。

 

 

 

 

(2）主な資産のグルーピング方法

グルーピング方法は、事業用資産は

各収益管理単位毎に、遊休資産につ

いては個別の物件毎に行っておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式（株） 57,804,450 － － 57,804,450

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式（株） 5,134,609 569 － 5,135,178

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加569株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

３　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
（百万円）

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 526 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

当中間連結会計期間（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
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式（株） 57,804,450 － － 57,804,450

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式（株） 5,136,021 1,071 － 5,137,092

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,071株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

３　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
（百万円）

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 421 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

ライト工業株式会社(1926)平成 20 年３月期中間決算短信

－ 24 －



前連結会計年度（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
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式（株） 57,804,450 － － 57,804,450

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式（株） 5,134,609 1,412 － 5,136,021

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,412株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

３　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
（百万円）

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 526 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日
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（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

現金預金勘定 6,450百万円

現金及び現金同等物 6,450

現金預金勘定 8,858百万円

預入期間が3か月を超える定

期預金

△700百万円

現金及び現金同等物 8,158

現金預金勘定 5,979百万円

現金及び現金同等物 5,979

（リース取引関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）株式 1,508 3,464 1,955 1,514 2,758 1,244 1,512 3,213 1,701

(2）その他 1,237 1,213 △24 1,476 1,389 △86 1,272 1,246 △26

合計 2,746 4,677 1,931 2,990 4,148 1,158 2,785 4,460 1,675

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結（連結）貸借対照表計上額

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

非上場株式

（店頭売買株式を除く）（百万円）
86 80 75

（デリバティブ取引関係）

 　前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19

年9月30日）、及び前連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

 　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。
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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

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

 
建設事業
（百万円）

商品・資材販
売等事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 25,573 146 25,720 － 25,720

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
18 437 456 (456) －

計 25,591 584 26,176 (456) 25,720

営業費用 26,121 575 26,697 (450) 26,246

営業利益又は営業損失（△） △530 9 △520 (5) △526

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

 
建設事業
（百万円）

商品・資材販
売等事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 22,997 240 23,237 － 23,237

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1 380 381 (381) －

計 22,998 620 23,618 (381) 23,237

営業費用 24,229 587 24,816 (424) 24,392

営業利益又は営業損失（△） △1,231 32 △1,198 43 △1,155

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 
建設事業
（百万円）

商品・資材販
売等事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 66,424 223 66,648 － 66,648

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
36 1,378 1,414 (1414) －

計 66,461 1,601 68,062 (1414) 66,648

営業費用 65,392 1,574 66,967 (1412) 65,555

営業利益又は営業損失（△） 1,068 27 1,095 (2) 1,093

　（注）　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1）事業区分の方法

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

建設事業　　　　　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

商品・資材販売等事業：建設資材等の販売、車両・建設機械のリース及び環境関連機器の販売等に関する

事業
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② 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、中間連結財務諸表

規則様式第二号（記載上の注意10）に基づき、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（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、中間連結財務諸表

規則様式第二号（記載上の注意10）に基づき、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（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

③ 海外売上高

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、

海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、

海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、海

外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 643.34円

１株当たり中間純損失

（△）
△8.08円

１株当たり純資産額 634.51円

１株当たり中間純損失

（△）
△22.75円

１株当たり純資産額 670.98円

１株当たり当期純利益 22.43円

　（注）　算定上の基礎

１　潜在株式調整後１株当たり中間（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。

２　１株当たり中間純損失（△）又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間純損失（△）

又は当期純利益（百万円）
△425 △1,198 1,181

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）

又は当期純利益（百万円）
△425 △1,198 1,181

普通株式の期中平均株式数（株） 52,669,606 52,667,903 52,669,165
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５．中間個別財務諸表

(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）
対前中間
期比

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金預金  5,495   7,614   2,119 4,580   

２　受取手形 ※６ 3,548   2,837   △711 4,676   

３　完成工事未収入金  12,489   9,681   △2,807 19,481   

４　未成工事支出金  10,264   13,521   3,257 8,721   

５　材料貯蔵品  159   149   △9 156   

６　繰延税金資産  238   249   11 257   

７　その他 ※４ 1,345   1,707   362 1,365   

貸倒引当金  △183   △188   △4 △207   

流動資産合計   33,357 57.9  35,573 61.1 2,216  39,031 61.6

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物  2,656   2,512   △144 2,588   

(2）機械装置  2,301   2,166   △134 2,329   

(3）土地  9,121   9,121   － 9,121   

(4）その他  1,090   783   △307 838   

有形固定資産計  15,169  26.3 14,583  25.1 △586 14,877  23.5

２　無形固定資産  68  0.1 69  0.1 0 70  0.1

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券  6,296   5,569   △726 5,888   

(2）関係会社長期貸付金  4,763   600   △4,163 1,000   

(3）繰延税金資産  655   682   26 576   

(4）その他  2,219   1,869   △350 2,561   

貸倒引当金  △4,884   △751   4,132 △689   

投資その他の資産計  9,051  15.7 7,969  13.7 △1,081 9,336  14.8

固定資産合計   24,289 42.1  22,622 38.9 △1,667  24,285 38.4

資産合計   57,647 100.0  58,196 100.0 548  63,317 100.0
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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）
対前中間
期比

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形 ※６ 3,163   3,195   32 5,217   

２　工事未払金  9,363   8,124   △1,238 10,999   

３　短期借入金 ※５ 1,500   600   △900 1,800   

４　未払法人税等  100   22   △77 88   

５　未成工事受入金  6,063   8,785   2,722 5,421   

６　完成工事補償引当金  37   34   △2 36   

７　工事損失引当金  －   303   303 265   

８　その他  1,407   1,732   324 2,072   

流動負債合計   21,635 37.5  22,799 39.2 1,164  25,902 40.9

Ⅱ　固定負債            

１　再評価に係る繰延税金
負債

 1,435   1,435   － 1,435   

２　退職給付引当金  158   230   72 354   

３　その他  386   254   △131 387   

固定負債合計   1,980 3.5  1,920 3.3 △59  2,176 3.4

負債合計   23,615 41.0  24,720 42.5 1,104  28,079 44.3

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   6,119 10.6  6,119 10.5 －  6,119 9.7

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  6,358   6,358    6,358   

資本剰余金合計   6,358 11.0  6,358 10.9 －  6,358 10.0

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  1,221   1,221    1,221   

(2）その他利益剰余金            

圧縮記帳積立金  52   46    46   

別途積立金  21,758   21,758    21,758   

繰越利益剰余金  122   33    1,487   

利益剰余金合計   23,155 40.1  23,060 39.6 △95  24,514 38.7

４　自己株式   △1,696 △2.9  △1,697 △2.9 △0  △1,696 △2.7

株主資本合計   33,936 58.8  33,840 58.1 △95  35,294 55.7

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券評価差
額金

  1,148 2.0  688 1.2 △459  995 1.6

２　土地再評価差額金   △1,053 △1.8  △1,053 △1.8 －  △1,053 △1.6

評価・換算差額等合計   95 0.2  △364 △0.6 △459  △57 △0.0

純資産合計   34,031 59.0  33,475 57.5 △555  35,237 55.7

負債純資産合計   57,647 100.0  58,196 100.0 548  63,317 100.0
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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）

対前中間
期比

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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高            

完成工事高   24,179 100.0  21,016 100.0 △3,163  61,713 100.0

Ⅱ　売上原価            

完成工事原価   20,990 86.8  18,463 87.9 △2,526  53,135 86.1

売上総利益            

完成工事総
利益

  3,189 13.2  2,552 12.1 △636  8,577 13.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  3,485 14.4  3,558 16.9 73  7,146 11.6

営業利益又は
営業損失
（△）

  △295 △1.2  △1,006 △4.8 △710  1,431 2.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  177 0.7  158 0.8 △18  261 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  20 0.1  29 0.1 9  50 0.0

経常利益又は
経常損失
（△）

  △138 △0.6  △876 △4.2 △738  1,642 2.7

Ⅵ　特別利益 ※３  114 0.5  39 0.2 △74  139 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  246 1.0  31 0.1 △215  526 0.9

税引前中間純
損失（△）又
は当期純利益

  △271 △1.1  △868 △4.1 △597  1,255 2.0

法人税、住民
税及び事業税

 45   53   8 87   

過年度法人税
等

 －   －   － △38   

法人税等調整
額

 27 72 0.3 110 164 0.8 91 192 240 0.4

中間純損失
（△）又は
当期純利益

  △343 △1.4  △1,032 △4.9 △689  1,015 1.6
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(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

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

中間会計期間中の変動額    

中間会計期間中の変動額合計（百万円）    

平成18年９月30日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

 株主資本

 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高（百万円） 1,221 55 25,558 △2,809 24,025 △1,696 34,806

中間会計期間中の変動額        

圧縮記帳積立金の取崩額（注）  △2  2 －  －

別途積立金の取崩額（注）   △3,800 3,800 －  －

剰余金の配当（注）    △526 △526  △526

中間純損失    △343 △343  △343

自己株式の取得      △0 △0

        

中間会計期間中の変動額合計（百万円） － △2 △3,800 2,931 △870 △0 △870

平成18年９月30日残高（百万円） 1,221 52 21,758 122 23,155 △1,696 33,936

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,414 △1,053 361 35,168

中間会計期間中の変動額     

圧縮記帳積立金の取崩額（注）     

別途積立金の取崩額（注）    －

剰余金の配当（注）    △526

中間純損失    △343

自己株式の取得    △0

     

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

△266  △266 △266

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △266 － △266 △1,137

平成18年９月30日残高（百万円） 1,148 △1,053 95 34,031

　（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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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

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

中間会計期間中の変動額    

中間会計期間中の変動額合計（百万円）    

平成19年９月30日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

 株主資本

 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日残高（百万円） 1,221 46 21,758 1,487 24,514 △1,696 35,294

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当    △421 △421  △421

中間純損失    △1,032 △1,032  △1,032

自己株式の取得      △0 △0

        

中間会計期間中の変動額合計（百万円）    △1,454 △1,454 △0 △1,454

平成19年９月30日残高（百万円） 1,221 46 21,758 33 23,060 △1,697 33,840

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高（百万円） 995 △1,053 △57 35,237

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △421

中間純損失    △1,032

自己株式の取得    △0

     

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

△307  △307 △307

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △307  △307 △1,761

平成19年９月30日残高（百万円） 688 △1,053 △364 33,475
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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

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

事業年度中の変動額    

事業年度中の変動額合計（百万円）    

平成19年３月31日残高（百万円） 6,119 6,358 6,358

 株主資本

 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高（百万円） 1,221 55 25,558 △2,809 24,025 △1,696 34,806

事業年度中の変動額        

圧縮記帳積立金の取崩額（注）  △2  2 －  －

別途積立金の取崩額（注）   △3,800 3,800 －  －

剰余金の配当（注）    △526 △526  △526

当期純利益    1,015 1,015  1,015

圧縮記帳積立金の取崩額  △6  6 －  －

自己株式の取得      △0 △0

        

事業年度中の変動額合計（百万円） － △8 △3,800 4,296 488 △0 487

平成19年３月31日残高（百万円） 1,221 46 21,758 1,487 24,514 △1,696 35,294

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,414 △1,053 361 35,168

事業年度中の変動額     

圧縮記帳積立金の取崩額（注）    －

別途積立金の取崩額（注）    －

剰余金の配当（注）    △526

当期純利益    1,015

 圧縮記帳積立金の取崩額    －

自己株式の取得    △0

     

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

△418  △418 △418

事業年度中の変動額合計（百万円） △418  △418 69

平成19年３月31日残高（百万円） 995 △1,053 △57 35,237

　（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

有価証券

①　子会社株式

移動平均法による原価法

有価証券

①　子会社株式

同左

有価証券

①　子会社株式

同左

 ②　その他有価証券

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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

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

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

 たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産

 ①　未成工事支出金

個別法による原価法

①　未成工事支出金

同左

①　未成工事支出金

同左

 ②　材料貯蔵品

先入先出法による原価法

②　材料貯蔵品

同左

②　材料貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法（ただし、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）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、法人税法の規定する方法と

同一の基準によっております。

有形固定資産

　定率法（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）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。

（会計方針の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令　平成

19年３月30日　政令83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、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。

　この変更に伴い、当中間会計期間

の減価償却費は従来の方法によった

場合と比較して５百万円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調整前

中間純損失はそれぞれ４百万円増加

しております。

（追加情報）

　なお、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連結会計

年度から５年間で均等償却する方法

によっております。

　この変更に伴い、当中間会計期間

の減価償却費は従来の方法によった

場合と比較して76百万円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調整前

中間純損失はそれぞれ63百万円増加

しております。

有形固定資産

　定率法（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）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。
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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）

 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数については、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。

　ただし、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）に基づく定額法によっ

ております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による

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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 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、当中間会計期間末に至

る１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してお

ります。

完成工事補償引当金

同左

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、当期の完成工事高に対

する将来の見積補償額に基づいて計

上しております。

 ───── 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備え

るため、当中間会計期間末手持工事

のうち損失の発生が見込まれ、かつ、

その金額を合理的に見積もることが

出来る工事について損失見込額を計

上しております。

工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備え

るため、当事業年度末手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もることが出

来る工事について損失見込額を計上

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。

　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（15年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ております。

　過去勤務債務は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定額

法により費用処理することとしてお

ります。

退職給付引当金

同左

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計上

しております。

　数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（15年）による

定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理する

こととしております。

　過去勤務債務は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定額

法により費用処理することとしてお

ります。

 （追加情報）

　平成18年５月19日開催の取締役会

及び、平成18年６月29日開催の定時

株主総会において役員退職慰労金制

度を廃止することといたしました。

これに伴い役員退職慰労引当金は内

規により確定した金額を固定負債の

「その他」に含めて表示しておりま

す。

（追加情報）

　平成18年５月19日開催の取締役会

及び、平成18年６月29日開催の定時

株主総会において役員退職慰労金制

度を廃止することといたしました。

これに伴い役員退職慰労引当金は内

規により確定した金額を固定負債の

「その他」に含めて表示しておりま

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）

４　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。

同左 同左

５　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

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる事項

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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

(5) 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）

　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）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34,031百万円であります。

　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。

　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35,237百万円であります。

　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、改正後の財務諸表規則

により作成しております。
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(6) 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　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

26,243百万円 26,631百万円 26,283百万円

　２　保証債務

他社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

　２　保証債務

他社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

　２　保証債務

他社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

RAITO,INC. 1,438百万円

 (12百万US$)

(保証限度額　19百万US$)

RAITO SINGAPORE 18百万円

PTE.LTD (0百万S$)

(保証限度額　1百万S$)

RAITO,INC. 543百万円

 (4百万US$)

(保証限度額　19百万US$)

RAITO SINGAPORE －百万円

PTE.LTD ( －百万S$)

(保証限度額　1百万S$)

RAITO,INC. 973百万円

 (8百万US$)

(保証限度額　19百万US$)

RAITO SINGAPORE 　18百万円

PTE.LTD (0百万S$)

(保証限度額　1百万S$)

　３　受取手形割引高 　３　受取手形割引高 ─────

603百万円 466百万円

※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産「その他」に含めて

表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

─────

※５　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行６行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間会計期間

末における貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

※５　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間会計期間

末における貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

※５　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当事業年度末に

おける貸出コミットメントに係る借入

未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額
3,000百万円

借入実行残高 1,500

差引額 1,500

貸出コミットメント

の総額
6,000百万円 

借入実行残高    600 

差引額  5,400 

貸出コミットメント

の総額
6,000百万円

借入実行残高 1,800

差引額 4,200

※６　中間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

処理しております。

※６　中間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

処理しております。

※６　事業年度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

しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形

が中間会計期間末日残高に含まれてお

ります。

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形

が中間会計期間末日残高に含まれてお

ります。

なお、当事業年度の末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が当

事業年度末日残高に含まれております。

受取手形 2百万円

支払手形 3

受取手形割引高 356

受取手形 67百万円

受取手形割引高 166

受取手形 260百万円

支払手形  326

受取手形割引高  －
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（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なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息 38百万円

受取配当金 84百万円

特許実施料収入 11百万円

受取利息 7百万円

受取配当金 96百万円

固定資産賃貸収入 13百万円

受取利息 47百万円

受取配当金 105百万円

固定資産賃貸料収入 30百万円

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 6百万円

為替差損 2百万円

支払利息 6百万円

支払手数料 8百万円

支払利息 15百万円

支払手数料 8百万円

前受金保証料 12百万円

※３　特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３　特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３　特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

固定資産売却益  

 機械装置 3百万円

 車両運搬具 5

 計 9

投資有価証券売却益 99百万円

投資有価証券売却益 33百万円 固定資産売却益  

 機械装置 7百万円

 その他  5

 計  13

投資有価証券売却益 109百万円

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４　特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

固定資産売却損  

 機械装置 3百万円

 投資有価証券 7

 その他 1

 計 12

関係会社株式評価損 208百万円

固定資産売却損  

 機械装置 7百万円

 その他 0

 計  7

関係会社株式評価損 5百万円

固定資産売却損  

 機械装置 21百万円

 投資有価証券 7

 その他  2

 計  31

退職加算金 42百万円

関係会社株式評価損  398

　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 438百万円

無形固定資産 10百万円

有形固定資産 512百万円

無形固定資産 7百万円

有形固定資産 928百万円

無形固定資産 17百万円
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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　自己株式に関する事項

株式の種類
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（株） 5,134,609 569 － 5,135,178

　（注）　普通株式の自己株式の増加569株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

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　自己株式に関する事項

株式の種類
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（株） 5,136,021 1,071 － 5,137,092

　（注）　普通株式の自己株式の増加1,071株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類
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（株） 5,134,609 1,412 － 5,136,021

　（注）　普通株式の自己株式の増加1,412株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

（リース取引関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

（前中間会計期間末）（平成18年９月30日）

　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。

（当中間会計期間末）（平成19年９月30日）

　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。

（前事業年度末）（平成19年３月31日）

　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。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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