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１．平成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 1,993 △0.1 28 － 33 330.1 21 100.4

18年９月中間期 1,995 18.5 2 － 7 － 10 －

19年３月期 4,238 11.5 73 270.0 80 215.0 45 178.7

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 1 95  －

18年９月中間期 0 97  －

19年３月期 4 21  －

（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 1,505 847 56.3 78 53

18年９月中間期 1,552 792 51.1 73 48

19年３月期 1,678 827 49.3 76 68

（参考）自己資本 19年９月中間期 847 百万円 18年９月中間期 792 百万円 19年３月期 827 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 151 △7 △0 362

18年９月中間期 △2 △14 △0 305

19年３月期 15 △18 △100 218

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － － － －
20年３月期（予想） － － － － 0 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 3,660 △13.7 100 36.8 98 21.7 46 1.3 4 26
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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

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、12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（会計方針の変更）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 10,796,000株 18年9月中間期 10,796,000株 19年3月期 10,796,000株

②　期末自己株式数 19年9月中間期 10,080株 18年9月中間期 9,080株 19年3月期 9,180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、18ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、当社が現時点において入手可能な情報、不確実な要因に係る仮定等を前提とした判断

によるものであります。実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありますので、この

業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加を背景に、引き続き緩やかな景気回復基調

を維持しておりますが、一方で原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高騰に伴う企業収益の悪化懸念や、依然として

力強さに欠ける個人消費など、先行きの不透明感を払拭できずに推移いたしました。

　このような環境の中で、当社は、需要拡大が見込まれる駐車場運営管理業務、ビル管理業務を中心としたエンタープ

ライズ事業の強化ならびに新規事業であるリニューアル事業の業務開始準備に努めてまいりました。

　この結果、売上高は1,993,610千円（前年同期比0.1％減）、経常利益33,141千円（前年同期比330.1％増）となりまし

た。また、財務内容の健全化を図るために保有資産の点検を行い、厳格な基準をもって見直した結果、商品在庫の評価

損等の特別損失5,181千円を計上いたしました。この結果、中間純利益は21,058千円（前年同期比100.4％増）となりま

した。　

　各事業区分の業績の概況は次のとおりであります。

 （千円）

売　　上　　高 営　業　利　益 

前中間期 当中間期 前年同期比 前中間期 当中間期  増減額

エクステリア事業 1,644,975 1,512,617 92.0  ％ △7,920 △41,037 △33,117

エンタープライズ事業 350,587 480,993 137.2  ％ 10,321 69,219 58,898

合計 1,995,563 1,993,610 99.9  ％ 2,401 28,181 25,780

【エクステリア事業】

　当社のエクステリア事業の業績に大きな影響を及ぼす住宅産業の状況につきましては、少子化社会を背景に市場規模

が縮小傾向であることに加えて、昨今の耐震強度偽装問題を受けて６月に改正建築基準法が施行されたことに伴い審査

基準が厳しくなり、建築確認の手続きが大幅に遅れたため、新設住宅着工戸数が大きく落ち込みました。この影響は、

住宅関連資材を納入するサッシや住宅機器メーカー、家具・インテリア、エクステリアなど広範囲に及ぶものと思われ

ます。

　そのような状況下、当社は関東を中心に地域ごとの顧客ニーズを的確に捉えた営業施策を推進してまいりましたが、

前述の影響をカバーするに至らず、当事業における売上高は1,512,617千円、営業損失41,037千円となりました。

【エンタープライズ事業】

　エンタープライズ事業の主な事業内容は、駐車場運営管理業務、ビル管理業務及び修繕工事業務、事務所内装工事業

務、保険代理店業務等であります。

　前中間期と比較し、売上高、営業利益ともに大きく伸長しておりますが、その主な要因は、駐車場運営管理業務の拡

大によるものであります。昨年の改正道路交通法の施行に伴う違法駐車の取り締まり強化や、企業収益の改善ならびに

都市部を中心とした旺盛なオフィスビルの建築等に伴う営業車両、工事関係車両の増加を背景に需要が増加しておりま

す。そのような状況下、当社は親会社である森トラスト株式会社が所有する事業用ビルに設置されている駐車場の運営

管理業務の受託拡大を推進し、新たに丸の内トラストタワーＮ館を受託いたしました。

　この結果、当事業における売上高は480,993千円、営業利益69,219千円となりました。

②通期の見通し

　今後の景気見通しにつきましては、原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高騰や米国経済の減速等といった懸念材

料が散見されておりますが、全般的には、引き続き企業収益の改善を背景とした設備投資の増加等により、緩やかな回

復基調を維持するものと思われます。

　当社のエクステリア事業につきましては、新設住宅着工戸数の減少による影響は避けられず、引き続き厳しい事業環

境が続くものと思われます。

　なお、当該事業につきましては、平成20年１月１日に協栄ジェネックス株式会社へ譲渡する予定であります。（詳細

につきましては、平成19年10月30日発表の「エクステリア事業の事業譲渡契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい）

　エンタープライズ事業につきましては、駐車場運営管理業務の新規受託獲得を目指すとともに、顧客サービスの向上

に努めてまいります。

　また、新規事業のリニューアル事業（※注）につきましては、平成19年５月28日に大手ゼネコンの戸田建設株式会社

との間で、当該事業をビジネス化する上での業務提携を締結いたしましたが、早期の収益貢献を目指した具体的な事業
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モデルを構築し、受注活動に注力してまいります。

　上記の状況を踏まえ、通期の業績見通しにつきましては、従来の予想どおり、売上高3,660百万円、営業利益100百万

円、経常利益98百万円、当期純利益46百万円を計画しております。

　なお、当社は、平成19年11月26日に本社を移転いたしますが、それに伴う移転費用等が通期の業績に及ぼす影響につ

いては現在精査中であり、判明次第発表いたします。(参考：平成19年11月5日発表「本社移転に関するお知らせ」）

 ※注　リニューアル事業とは、オフィスビルや住宅など建築物の機能改善ならびに資産価値を高めるためのリニューア

ル工事を業務として行うものであります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間会計期間末における総資産は1,505,766千円となり、前事業年度末に比べ、172,247千円減少いたしました。

その主な要因は、現金及び預金が143,694千円増加した一方、受取手形53,597千円、売掛金202,919千円、完成工事

未収入金67,659千円減少したことであります。

　当中間会計期間末における負債合計は658,663千円となり、前事業年度末に比べ、192,177千円減少いたしました。

その主な要因は、支払手形8,665千円、買掛金138,866千円、工事未払金9,638千円、未払法人税等17,192千円、預り

金14,927千円減少したことであります。

　当中間会計期間末における純資産の部は847,103千円となり、前事業年度末に比べ19,929千円増加いたしました。

その主な要因は、中間純利益21,058千円の計上により増加したことであります。

②当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間会計期間末に比べ57,104千円

増加し、362,467千円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は151,306千円（前年同期は2,362千円の使用）となりました。

収入の主な内訳は、税引前中間純利益40,255千円、売上債権の減少額324,177千円であり、支出の主な内訳は、仕入

債務の減少額157,170千円、棚卸資産の増加額16,076千円、法人税等の支払額36,388千円等であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、7,480千円（前年同期は14,820千円の使用）となりました。これは主に保証金の差

入れによる支出等によるものであります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、131千円（前年同期は40千円の使用）となりました。これは自己株式の取得による

ものであります。

  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 （％） 43.6 41.7 49.3 56.3

時価ベースの自己資本比率 （％） 74.0 94.2 93.2 90.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年） － 2.0 13.2 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） － 40.9 3.9 84.9

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・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おります。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。

（注４）利払いについては、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）の利息の支払額を使用してお

ります。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分につきましては、早期に繰越欠損金を一掃し、安定的な利益成長を目指すとともに、業績に応じた

株主への利益還元を行うことを経営の重要施策のひとつとして位置づけております。

　この方針に基いて、企業の永続的な安定成長を図るため、経営の合理化・効率化を推進し、財務体質と経営基盤の

強化を図るとともに、今後の積極的な事業展開に備える内部留保の充実を勘案して配当政策を決定してまいりますが、

業績動向や財務状況等を総合的に判断した結果、当事業年度の中間配当については誠に遺憾ではありますが、見送ら

せて頂きました。また、当事業年度末の配当につきましても同様に見送らせて頂く予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあると思われる事項には、以下のようなものがあり

ます。なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

①特定事業に対する依存ならびにそれを取り巻く事業環境について

　当社は、エクステリア事業の売上高が全売上高の大半を占めており、その業績は住宅産業の状況、とりわけ新設住

宅着工戸数の増減による影響を受けやすい傾向があります。

　また、公共事業向けのネットフェンス、防護柵、舗装材等の商品販売も国・地方自治体の厳しい財政事情等を反映

した公共投資策に影響を受けやすい傾向があります。

　これらエクステリア事業を取り巻く事業環境が悪化した場合、当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

②競合等の影響について

　当社は、関東地区を中心に門扉、フェンス等エクステリア商品の販売をしておりますが、市場規模に比較し同業者

が乱立気味であり、また戸建住宅の外構オープン化の広がりに伴う市場規模の縮小傾向により、競合他社との受注競

争はますます激化する可能性があります。

　販売競争の激化は、値引販売合戦を引き起こし、売上高の減少や利益率の低下等、当社の業績に影響をもたらす可

能性があります。

③新規事業展開について

　当社は、新たにオフィスビルや住宅など建築物の機能改善ならびに資産価値を高めるためのリニューアル工事を業

務として行う「リニューアル事業」を開始致しました。早期収益貢献を目指し、効率的な事業モデルの構築を急いで

おりますが、顧客開拓や人材育成といった課題に取り組んでいる最中であり、これらが順調に解決できない場合は、

当該事業の展開速度が遅れ、当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

④特定法人への依存について

　当社の親会社は森トラスト株式会社でありますが、同社及び同社グループ各社より駐車場運管理受託、オフィスビ

ルの内装工事受注、ビル管理受託、損害保険契約等の収益性の高い業務を請け負っており、安定的な収益基盤の確保

に寄与しております。今後、親会社のグループ各社に対する事業の見直しによっては、当社の業績に影響をもたらす

可能性があります。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月28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ております。

　なお、当社は、平成19年10月19日に協栄ジェネックス株式会社へ10百万円（出資比率20％）出資しております。

また、当社は平成20年１月１日に同社へエクステリア事業を譲渡する予定であります。（詳細につきましては、平成19

年10月30日発表の「エクステリア事業の事業譲渡契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、オフィスビルや住宅の設備管理、内装工事、リニューアル工事、駐車場運営管理等について、常に時代の変

化に即応し、多種多様なニーズにお応えし、快適な都市環境・オフィス空間ならびに生活環境を提供するトータルコー

ディネイターを目指してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、経営の効率化及び株主利益を重視する視点からＲＯＥ（自己資本利益率）を重要な経営指標のひとつと捉

え、10％以上の確保を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、経営体質の強化と事業構造の改革を検討してまいりましたが、今般その一環として、当社のエクステリア

事業を、同業者である協和陶管株式会社、丸栄工業株式会社とともに協栄ジェネックス株式会社を設立し、平成20年

１月１日をもって同社に事業譲渡することと致しました。

　一方、将来市場の拡大が予想されるオフィスビル等の建築物の補修・改修工事を行う「リニューアル事業」を新規

事業として開始致しました。このリニューアル事業を早期に軌道に乗せるため、当社の株主でもあり、既にリニュー

アル事業において実績のある戸田建設株式会社と業務提携をし、協働で事業を推進してまいります。　

　また、駐車場運営管理事業につきましては、森トラストグループが保有する事業用ビルに設置されている駐車場を

中心に更なる拡大を図り、安定的な収益基盤となるよう強化してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　新規事業であるリニューアル事業において、人材育成、顧客開拓をはじめとした体制整備と早期収益化の実現が、

当社にとりまして当面の最大の課題であります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

 

エムティジェネックス㈱（9820） 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）

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（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

１．現金及び預金 305,362 362,467 218,772

２．受取手形 ※４ 254,060 218,297 271,895

３．売掛金 457,552 398,837 601,756

４．完成工事未収入金 61,819 51,066 118,726

５．たな卸資産 109,037 120,708 109,812

６．その他 30,806 16,598 32,392

貸倒引当金 △17,070 △9,475 △21,438

流動資産合計 1,201,569 77.4 1,158,499 76.9 △43,069 1,331,917 79.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物 41,612 37,999 39,713

(2)その他 37,986 33,502 35,352

計 79,598 71,501 △8,097 75,065

２．無形固定資産 14,398 9,800 △4,597 10,895

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 31,649 30,660 31,709

(2)更生債権等 32,194 31,275 31,607

(3)差入保証金 223,898 235,304 228,426

(4)その他 1,475 － －

貸倒引当金 △32,194 △31,274 △31,607

計 257,023 265,964 8,941 260,136

固定資産合計 351,020 22.6 347,267 23.1 △3,753 346,097 20.6

資産合計 1,552,589 100.0 1,505,766 100.0 △46,822 1,678,014 100.0
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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（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

１．支払手形 ※４ 5,412 2,632 11,297

２．買掛金 252,936 261,757 400,624

３．工事未払金 37,493 16,798 26,436

４．短期借入金 300,000 200,000 200,000

５．未払金 25,355 32,970 29,624

６．預り金 42,357 23,012 37,939

７．賞与引当金 19,521 27,005 19,805

８．その他 ※３ 21,361 32,769 66,471

流動負債合計 704,437 45.3 596,945 39.6 △107,491 792,198 47.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 33,210 37,147 34,534

２．その他 22,301 24,569 24,108

固定負債合計 55,512 3.6 61,717 4.1 6,205 58,642 3.5

負債合計 759,949 49.0 658,663 43.7 △101,286 850,840 50.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,072,060 69.1 1,072,060 71.2 － 1,072,060 63.9

２．利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △284,327 △228,365 △249,424

利益剰余金合計 △284,327 △18.3 △228,365 △15.1 55,961 △249,424 △14.8

３．自己株式 △1,239 △0.1 △1,386 △0.1 △147 △1,254 △0.1

株主資本合計 786,493 50.7 842,307 56.0 55,814 821,380 49.0

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額
金

6,146 0.4 4,795 0.3 △1,350 5,793 0.3

評価・換算差額等合計 6,146 0.4 4,795 0.3 △1,350 5,793 0.3

純資産合計 792,639 51.1 847,103 56.3 54,463 827,174 49.3

負債純資産合計 1,552,589 100.0 1,505,766 100.0 △46,822 1,678,014 100.0
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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（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 1,995,563 100.0 1,993,610 100.0 △1,952 4,238,829 100.0

Ⅱ 売上原価　 1,666,528 83.5 1,626,674 81.6 △39,853 3,534,389 83.4

売上総利益 329,034 16.5 366,936 18.4 37,901 704,440 16.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 326,633 16.4 338,754 17.0 12,120 631,335 14.9

営業利益 2,401 0.1 28,181 1.4 25,780 73,104 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 8,022 0.4 7,721 0.4 △301 13,137 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 2,718 0.1 2,762 0.1 43 5,689 0.1

経常利益 7,705 0.4 33,141 1.7 25,435 80,553 1.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 4,966 0.2 12,295 0.6 7,329 1,186 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ － － 5,181 0.3 5,181 286 0.0

税引前中間（当期）純利益 12,671 0.6 40,255 2.0 27,583 81,452 1.9

法人税、住民税及び事業税 2,163 0.1 19,196 0.9 17,032 36,041 0.9

中間（当期）純利益 10,508 0.5 21,058 1.1 10,550 45,410 1.0
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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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

 平成18年３月31日　残高（千円） 1,072,060 △294,835 △1,198 776,025 7,754 783,779

中間会計期間中の変動額

 　中間純利益 － 10,508 － 10,508 － 10,508

 　自己株式の取得 － － △40 △40 － △40

 　株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － △1,607 △1,607

 中間会計期間中の変動額合計（千円） － 10,508 △40 10,467 △1,607 8,860

 平成18年９月30日　残高（千円） 1,072,060 △284,327 △1,239 786,493 6,146 792,639

 　　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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

 平成19年３月31日　残高（千円） 1,072,060 △249,424 △1,254 821,380 5,793 827,174

中間会計期間中の変動額

 　中間純利益 － 21,058 － 21,058 － 21,058

 　自己株式の取得 － － △131 △131 － △131

 　株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － △998 △998

 中間会計期間中の変動額合計（千円） － 21,058 △131 20,927 △998 19,929

 平成19年９月30日　残高（千円） 1,072,060 △228,365 △1,386 842,307 4,795 847,103

 　　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
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

 平成18年３月31日　残高（千円） 1,072,060 △294,835 △1,198 776,025 7,754 783,779

事業年度中の変動額

 　当期純利益 － 45,410 － 45,410 － 45,410

 　自己株式の取得 － － △56 △56 － △56

 　株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － △1,960 △1,960

 事業年度中の変動額合計（千円） － 45,410 △56 45,354 △1,960 43,394

 平成19年３月30日　残高（千円） 1,072,060 △249,424 △1,254 821,380 5,793 827,174
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(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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間（当期）純利益又は税引前
中間純損失（△）

12,671 40,255 27,583 81,452

減価償却費 4,522 3,564 △957 9,239

無形固定資産償却額 4,282 1,094 △3,188 8,716

棚卸資産評価損他 － 5,181 5,181 －

賞与引当金の増加額（減少額△） 8,123 7,200 △922 8,407

退職給付引当金の増加額（減少額△） △161 2,613 2,775 1,162

貸倒引当金の増加額（減少額△） △3,699 △12,295 △8,596 △14,084

受取利息及び受取配当金 △571 △969 △397 △1,284

支払利息 1,842 1,782 △60 4,023

有形固定資産除却損 － － － 286

売上債権の減少額（増加額△） 333,712 324,177 △9,535 129,519

たな卸資産の減少額（増加額△） 6,128 △16,076 △22,205 △14,639

その他流動資産の減少額（増加額△） △24,128 16,126 40,254 △6,652

仕入債務の増加額（減少額△） △228,439 △157,170 71,268 △85,922

預り金の増加額（減少額△） ※１ △119,456 △14,927 104,528 △123,874

未払費用の増加額（減少額△） △4,538 △4,560 △22 885

その他流動負債の増加額（減少額△） 8,531 △8,602 △17,134 17,212

その他 4,447 1,115 △3,332 6,493

小計 3,267 188,508 185,240 20,941

利息及び配当金の受取額 505 969 464 1,117

利息の支払額 △1,855 △1,782 73 △3,873

法人税等の支払額 △4,279 △36,388 △32,109 △2,997

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,362 151,306 153,669 15,186

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,320 － 2,320 △2,791

保証金の差入れによる支出 △15,030 △10,958 4,072 △24,030

保証金の解約等による収入 4,422 4,080 △342 8,894

その他 △1,892 △602 1,290 △1,018

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,820 △7,480 7,340 △18,944

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額（減少額△） － － － △100,000

その他 △40 △131 △91 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △40 △131 △91 △100,056

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額
△）

△17,223 143,694 160,918 △103,814

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 322,586 218,772 △103,814 322,586

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※２ 305,362 362,467 57,104 218,772
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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

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

総平均法により算定）を

採用しております。

時価のあるもの

同左

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、売却原価は総平

均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

月次総平均法による原価法

によっております。

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法によっ

ております。

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

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日以降取得した建

物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物　５～50年

(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日以降取得した建

物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物　５～50年

(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日以降取得した建

物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

建物　５～50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

降に取得する有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基く減

価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更よる当中間会計

期間における損益に与える影響は

ありません。

（追加情報）

 法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年3月31日以前

に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した会計年度の翌

会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年に

わたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

　なお、この変更よる当中間会計

期間における損益に与える影響は

軽微であります。
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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）

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

（ソフトウェア）

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。

（ソフトウェア）

同左

（ソフトウェア）

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）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

職給付債務の見込額（簡便

法）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

職給付債務の見込額（簡便

法）に基づき、当事業年度末

において発生していると認め

られる額を計上しております。

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、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ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 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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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）

  当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は792,639千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、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）

  当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は827,174千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

143,276 千円 143,419 千円 139,855 千円

　２．受取手形の裏書譲渡高 64,685 千円 55,093 千円 63,967 千円

※３．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、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左 ──────

※４．中間期末日（期末日）満

期手形の取扱い

中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理してお

ります。当中間期末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。

中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理してお

ります。当中間期末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。

期末日満期手形の会計処理について

は、当期の末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。期末日

満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形 49,054 千円 受取手形

支払手形

53,742

225

千円

千円

受取手形

支払手形

26,981

2,204

千円

千円

（中間損益計算書関係）

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）

※１．営業外収益の主要項目

仕入割引 3,989 千円 3,549 千円 7,801 千円

※２．営業外費用の主要項目

支払利息 1,842 千円 1,782 千円 4,023 千円

※３．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入 4,966 千円 12,295 千円 1,186 千円

※４．特別損失の主要項目

商品評価損 － 千円 3,832 千円 － 千円

商品廃棄損 － 千円 1,349 千円 － 千円

固定資産除却損 － 千円 － 千円 286 千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産 4,522 千円 3,564 千円 9,239 千円

無形固定資産 4,282 千円 1,094 千円 8,716 千円
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

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）

 発行済株式

普通株式　 10,796,000 － － 10,796,000

合計 10,796,000 － － 10,796,000

 自己株式

普通株式（注） 8,880 200 － 9,080

合計 8,880 200 － 9,080

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加200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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

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）

発行済株式

普通株式 10,796,000 － － 10,796,000

合計 10,796,000 － － 10,796,000

自己株式

普通株式（注） 9,180 900 － 10,080

合計 9,180 900 － 10,080

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加900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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

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）

発行済株式

普通株式　 10,796,000 － － 10,796,000

合計 10,796,000 － － 10,796,000

自己株式

普通株式　（注） 8,880 300 － 9,180

合計 8,880 300 － 9,180

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加300株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（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　損害保険代理店業務に伴う前期

末一時預り保険料の精算等によ

るものであります。

※１　　　 ──────　 ※１　損害保険代理店業務に伴う期末

一時預り保険料等であります。

※２　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表の現金及

び預金と一致しております。

※２　　　　　 同左 ※２　現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

現金及び預金と一致しておりま

す。

（リース取引関係）

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）

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

会社の事業内容に照らして、重要

性が乏しく、契約１件当たりの金額

が少額なリース取引となったため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定の準用により、当中間期から記

載を省略しております。

会社の事業内容に照らして、重要

性が乏しく、契約１件当たりの金額

が少額なリース取引となったため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定の準用により、記載を省略して

おります。

会社の事業内容に照らして、重要

性が乏しく、契約１件当たりの金額

が少額なリース取引となったため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定の準用により、当事業年度から

記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

中間貸借
対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借
対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 18,283 28,613 10,329 19,539 27,624 8,085 18,937 28,673 9,736

合計 18,283 28,613 10,329 19,539 27,624 8,085 18,937 28,673 9,736

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 内容

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）

中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 3,035 3,035 3,035
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（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全く利用していないので、該当事項はありません。

（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。

（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 73.48円

１株当たり中間純利益

金額
0.97円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 78.53円

１株当たり中間純利益

金額
1.95円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 76.68円

１株当たり当期純利益

金額
4.21円

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

がないため記載しておりません。

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

前中間会計期間
(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（当期）純損益（千円） 10,508 21,058 45,410

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）純損益

（千円）
10,508 21,058 45,410

期中平均株式数（千株） 10,786 10,786 10,786
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（重要な後発事象）

　１．関係会社の設立

　当社は、平成19年10月19日に、協和陶管株式会社、丸栄工業株式会社と共同で、エクステリア資材・ブロック・

配管材の販売並びに建築工事の設計施工を主な事業とする合弁会社、協栄ジェネックス株式会社を設立いたしま

した。

（平成19年10月23日発表「合弁会社設立手続き完了のお知らせ」をご覧ください）

合弁会社の概要

①商号 協栄ジェネックス株式会社

②主な事業内容 エクステリア資材・ブロック・配管材の販売並びに建築工事の設計施工

③設立年月日 平成19年10月19日

④本店所在地 東京都目黒区下目黒三丁目７番16号

⑤代表者 代表取締役社長　　筒井　信博

⑥資本金 5,000万円（うち当社出資1,000万円）

⑦出資者 協和陶管株式会社　60％

エムティジェネックス株式会社　20％

丸栄工業株式会社　20％

２．事業譲渡契約

　当社は平成19年10月30日開催の取締役会において、当社のエクステリア事業を協栄ジェネックス株式会社へ譲

渡する旨決議し、同日事業譲渡契約を締結いたしました。

（平成19年10月30日発表「エクステリア事業の事業譲渡契約締結に関するお知らせ」をご覧下さい）

事業譲渡契約の内容の概要

①対象事業 当社のエクステリア事業

②譲渡対象財産 譲渡の実行日現在において専ら対象事業に属する以下に記載の資産負債、商標権

等の知的財産及び契約上の地位等

（1）資産：売掛金及び商品の一部、固定資産、投資、その他

（2）負債：買掛金、未払金等、固定負債、その他

③譲渡価額等 譲渡実行日における資産負債の状況を勘案のうえ、譲渡する資産及び負債を帳簿

価額において同額とし、譲渡金額は０円といたします。

また、のれんは発生いたしません。

④譲渡実行日 平成20年１月１日
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