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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 27,207 13.5 595 26.8 608 △1.8 288 △24.9

18年９月中間期 23,969 14.6 469 208.7 619 292.7 384 44.4

19年３月期 56,888  1,597  1,872  860  

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 41 32 －  

18年９月中間期 55 00 －  

19年３月期 123 18 －  

（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 38,382 11,206 29.1 1,604 55

18年９月中間期 36,277 10,328 28.3 1,471 95

19年３月期 40,762 10,888 26.6 1,551 36

（参考）自己資本 19年９月中間期 11,150百万円 18年９月中間期 10,282百万円 19年３月期 10,835百万円

(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 1,147 △1,109 1,530 3,737

18年９月中間期 △384 △598 609 2,547

19年３月期 △515 △788 397 2,015

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 －  15 00 15 00

20年３月期 －  －  
15 00

20年３月期（予想) －  15 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 58,800 3.4 1,620 1.4 1,970 5.2 960 11.6 137 45
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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、14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の変更」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 6,994,000株 18年９月中間期 6,994,000株 19年３月期 6,994,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 9,833株 18年９月中間期 8,433株 19年３月期 9,533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、26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 24,856 14.2 436 60.0 509 9.7 252 △4.8

18年９月中間期 21,768 13.2 272 123.4 464 170.4 265 249.7

19年３月期 52,224  1,107  1,445  587  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 36 12

18年９月中間期 37 94

19年３月期 84 16

(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 34,936 10,206 29.2 1,461 41

18年９月中間期 33,647 9,578 28.5 1,371 24

19年３月期 37,933 9,965 26.3 1,426 87

（参考）自己資本 19年９月中間期 10,206百万円 18年９月中間期 9,578百万円 19年３月期 9,965百万円

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 53,800 3.0 1,200 8.4 1,600 10.7 700 19.1 100 23

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。

東テク㈱（9960）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 2 －



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、企業収益が好調なことや民間設備投資の増加などで緩やかな景気拡大

が続いていましたが、原材料や原油価格の高騰及び米国サブプライムローン問題に起因する国内金融機関の不良債権

顕在化等により、先行きの不透明感を拭えない状況で推移いたしました。

　建設業界におきましては、民間設備投資は堅調維持したものの、公共投資は縮小傾向が変わらず、総じて厳しい受

注競争が続いております。このような環境下で、当社グループでは事業領域の拡大と成長持続を堅持する為の採算性

を重視した営業に取り組んでおります。その結果、当中間連結会計期間の業績は、連結中間売上高27,207百万円（前

年同期比13.5％増）、連結中間営業利益595百万円（同26.8％増）、連結中間経常利益608百万円（同1.8％減）、連結

中間純利益288百万円（同24.9％減）となりました。

　当社グループの商品・工事セグメントにおきましては、厳しい受注競争による低価格化が続く中でリニューアル市

場やメンテナンス分野をも含めての積極的な営業活動を展開したことにより、商品販売事業におきましては、商品売

上高22,447百万円（同13.3％増）、営業利益484百万円（同33.3％増）となり、工事事業におきましては、完成工事高

4,516百万円（同13.7％増）、営業利益166百万円（同50.0％増）となりました。

 

　通期の見通しにつきましては、米国経済の先行き不安が依然として払拭されず原油高騰と共に不透明要因となって

いるものの、国内景気は高水準にある企業収益を背景として緩やかながらも拡大を続けると思われます。しかしなが

ら、建設業界は公共投資縮小による需要減少から、引き続き厳しい受注環境が続くものと見込まれます。

　このような状況のもとで、当社グループでは下期も引き続き不採算案件を極力排除して、利益を重視する積極営業

を展開してまいります。

　平成20年３月期の連結業績につきましては、平成19年７月５日に発表した連結業績予想と変更なく、売上高58,800

百万円、営業利益1,620百万円、経常利益1,970百万円、当期純利益960百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産につきましては、主に流動資産の受取手形及び売掛金等の減少により、前連結会計年

度末と比べて2,379百万円減少し、38,382百万円となりました。負債につきましては、長期借入金が増加したものの、

支払手形及び買掛金等の減少の影響により、前連結会計年度末と比べて2,698百万円減少し、27,176百万円となりまし

た。純資産につきましては、中間純利益の計上等により、前連結会計年度末と比べて318百万円増加し、11,206百万円

となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

  当中間連結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、前連結会計年度末に比べて1,722百

万円増加し、3,737百万円となりました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,147百万円の収入（前中間連結会計期間は384百万円

の支出）となりました。これは、前連結会計年度末にあった売上債権・仕入債務が順調に回収・支払されたことによ

り、売上債権が4,495百万円減少及び、仕入債務が3,844百万円減少したことが主な要因です。なお、当社グループは

業種柄、年間業績における期末の業績比率が大であるため、期末と比較し中間期末の売上債権・仕入債務は減少する

傾向があります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は1,109百万円（前連結会計年度は598百万円）となりま

した。これは、関係会社の日本ビルコン関西㈱において本社事務所を新設したこと等による有形固定資産の取得によ

る支出644百万円と、投資有価証券の取得による支出517百万円等によることが主な要因です。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は1,530百万円（前連結会計年度は609百万円）となりま

した。これは、業績拡大に伴う新規借入金の増加（借入金と社債と合わせた純収入1,635百万円）と、配当金の支払

104百万円が主な原因です。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、業績拡大に向けて企業体質の強化を図ると共に株主の皆様に安定的かつ継続的に成果の還元を行うことを

経営の重要課題としております。 内部留保金につきましては、厳しい経営環境に対応できる競争力を強化し、収益力

の向上と財務体質の充実に有効活用することにより、長期的な健全経営の維持に役立ててまいります。

　なお、当期の配当につきましては、期末配当予想を１株15円と予定しております。
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２．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社及び子会社9社で構成され、商品販売事業として空調機器、省エネ機器、制御機器の仕入・

販売及びこれに関連する据付工事、アフターサービス等と、工事事業として計装工事ほか各種工事の設計・施工、飲

食事業として、食材の仕入・加工・卸・販売及びその他の事業として不動産の賃貸・管理を主な事業としております。

　当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

　商品販売事業

　空調機器販売　　　　　　　　　……　当社が販売しております。

　省エネ機器販売　　　　　　　　……　当社が販売するほか、子会社関西イトミック㈱においても販売してお　

　り、その一部は当社で仕入れて販売しております。

　制御機器販売　　　　　　　　　……　当社が販売しております。

工事事業

　計装工事及びその他工事　　　　……　当社が設計・施工を行うほか、㈱明神電気において電気工事の施工

　等、木谷電機㈱において管工事の施工等を行っております。

　空調機器のアフターサービス等　……　当社がアフターサービスを行うほか、子会社日本ビルコン㈱、日本ビ

　ルコン東北㈱、日本ビルコン関西㈱、日本ビルコン新潟㈱、東尖科貿

　易（上海）有限公司においてアフターサービス等（保守メンテ及び技

　術支援等含む）を行っております。

飲食事業　　　　　　　　　　　  ……　当社及び㈱カルメンにおいて、食材の仕入・加工・卸・販売等を

　行っております。

その他の事業　　　　　　　　  　……　日本ビルコン㈱において不動産の賃貸及び管理等を行っております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。
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入   

先 

仕 

入 
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連結子会社 
㈱カルメン 

連結子会社 
日本ビルコン㈱ 
日本ビルコン東北㈱ 
日本ビルコン関西㈱ 
日本ビルコン新潟㈱ 
関西イトミック㈱ 
㈱明神電気  

非連結子会社 
木谷電機㈱ 

得 

意 

先 

連結子会社 
日本ビルコン㈱ 
日本ビルコン東北㈱ 
日本ビルコン関西㈱ 
日本ビルコン新潟㈱ 
関西イトミック㈱ 
㈱明神電気 

非連結子会社 
木谷電機㈱ 
(海外)東尖科貿易(上
海) 

不動産の賃貸・管理等 
（その他の事業） 

アフターサービス等 

施工 

加工販売 

直接販売 

連結子会社 日本ビルコン㈱ 空調機器のアフターサービス等及び、不動産の賃貸及び管理等
 日本ビルコン東北㈱ 東北地区での空調機器のアフターサービス等
 日本ビルコン関西㈱ 関西地区での空調機器のアフターサービス等
 日本ビルコン新潟㈱ 新潟地区での空調機器のアフターサービス等
 関西イトミック㈱ 関西地区での省エネ機器販売
 ㈱カルメン 食材の仕入・加工・卸・販売
 ㈱明神電気 北関東地区での電気工事の施工等
非連結子会社 木谷電機㈱ 山陰地区での管工事の施工等
 （海外）東尖科貿易（上海）有限公司 海外（中国）での空調機器のアフターサービス等及び技術支援

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべき課題

 平成19年3月期決算短信（平成19年５月17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からご覧戴くことができます。

 (当社ホームページ）

http://www.totech.co.jp/

 (ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,912   4,102   2,385  

２．受取手形及び売掛金等  ※４  16,609   16,208   20,610  

３．たな卸資産   4,344   3,441   4,227  

４．繰延税金資産   408   364   505  

５. 未収入金   －   2,312   2,135  

６．その他   1,672   128   130  

貸倒引当金   △169   △137   △156  

流動資産合計   25,778 71.1  26,421 68.8  29,838 73.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※２ 2,155   2,387   2,203   

(2）機械装置及び運搬具  96   107   93   

(3）土地 ※２ 3,065   3,311   3,078   

(4）その他  168   389   191   

減価償却累計額  △1,369 4,116  △1,465 4,730  △1,412 4,154  

２．無形固定資産   40   36   39  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※1,2 3,948   4,556   4,150   

(2）繰延税金資産  83   169   210   

(3）長期預け金  1,183   1,260   1,219   

(4）その他 ※１ 1,324   1,314   1,271   

貸倒引当金  △207 6,333  △109 7,191  △126 6,725  

固定資産合計   10,490 28.9  11,958 31.2  10,918 26.8

Ⅲ　繰延資産   9 0.0  3 0.0  6 0.0

資産合計   36,277 100.0  38,382 100.0  40,762 100.0

東テク㈱（9960）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 6 －



  
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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金等 ※2,4  11,294   10,834   14,666  

２．１年内償還予定の社債   400   1,460   1,460  

３．短期借入金 ※２  4,125   3,959   4,222  

４．未払法人税等   298   181   676  

５．未成工事受入金   757   438   436  

６．賞与引当金   481   528   620  

７．役員賞与引当金   －   20   20  

８．その他   599   780   728  

流動負債合計   17,957 49.5  18,204 47.4  22,832 56.0

Ⅱ　固定負債           

１．社債   3,640   2,450   2,680  

２．長期借入金 ※２  3,521   5,246   3,118  

３．繰延税金負債   3   21   7  

４．退職給付引当金   793   836   826  

５．役員退職慰労金引当金   －   374   364  

６．その他   33   42   44  

固定負債合計   7,991 22.0  8,972 23.4  7,042 17.3

負債合計   25,949 71.5  27,176 70.8  29,874 73.3

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  1,857 5.1 1,857 4.8 1,857 4.6

２. 資本剰余金  1,829 5.0 1,829 4.8 1,829 4.5

３. 利益剰余金  6,220 17.2 6,894 18.0 6,696 16.4

４. 自己株式  △4 △0.0 △5 △0.0 △5 △0.0

株主資本合計  9,902 27.3 10,574 27.6 10,377 25.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価差
額金

 380 1.1 575 1.5 458 1.1

評価・換算差額等合計  380 1.1 575 1.5 458 1.1

Ⅲ　少数株主持分  46 0.1 56 0.2 52 0.1

純資産合計  10,328 28.5 11,206 29.2 10,888 26.7

負債純資産合計  36,277 100.0 38,382 100.0 40,762 100.0
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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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   23,969 100.0  27,207 100.0  56,888 100.0

Ⅱ　売上原価   19,776 82.5  22,466 82.6  47,646 83.8

売上総利益   4,193 17.5  4,741 17.4  9,241 16.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．車両費及び運搬費  95   105   196   

２．貸倒引当金繰入額  0   －   －   

３．役員報酬  102   92   213   

４．従業員給料手当  1,564   1,775   3,501   

５．賞与引当金繰入額  439   494   625   

６．役員賞与引当金繰入  －   39   20   

７．退職給付費用  121   91   242   

８．役員退職慰労金引当金
繰入 

 －   13   24   

９．福利厚生費  309   341   618   

10．旅費交通費  127   73   252   

11．交際費  66   70   132   

12．地代家賃  230   211   467   

13．リース料及び保守料  141   156   281   

14．消耗品費  72   90   157   

15．通信費  72   75   143   

16．租税公課  44   51   95   

17．減価償却費  41   44   88   

18．その他  293 3,723 15.5 416 4,146 15.2 583 7,644 13.4

営業利益   469 2.0  595 2.2  1,597 2.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  14   16   29   

２．受取配当金  20   44   32   

３．投資有価証券売却益  6   5   80   

４．仕入割引  157   170   347   

５．組合出資持分利益  73   －   67   

６．未払役員賞与戻入益  35   －   35   

７．雑収入  23 332 1.4 26 262 1.0 55 648 1.1
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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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  100   129   240   

２．手形売却損  16   31   37   

３. 社債発行費  35   －   40   

４．支払手数料  －   49   －   

５．雑損失  29 181 0.8 39 249 0.9 53 372 0.7

経常利益   619 2.6  608 2.2  1,872 3.3

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  6   0   6   

２．貸倒引当金戻入益  50 56 0.2 20 20 0.1 60 66 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※１ 6   －   7   

２．役員退職金  8   －   8   

３．役員退職慰労金引当金
繰入

 －   －   340   

４．投資有価証券評価損  3   2   9   

５．減損損失 ※２ － 19 0.1 44 47 0.2 38 405 0.7

税金等調整前中間（当
期）純利益

  657 2.7  582 2.1  1,533 2.7

法人税、住民税及び事
業税

 292   172   956   

法人税等調整額  △23 269 1.1 116 289 1.0 △293 662 1.2

少数株主利益   4 0.0  4 0.0  10 0.0

中間（当期）純利益   384 1.6  288 1.1  860 1.5
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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
評価・換算

差額等

 
 
 少数株主

持分

 

 純資産合計

 資本金  資本剰余金  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

  

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,007 △3 9,690 738 44 10,472

中間連結会計期間中の変動額         

  剰余金の配当 (注)   △104  △104   △104

  役員賞与　(注）   △62  △62   △62

  中間純利益   384  384   384

  自己株式の取得　    △0 △0   △0

  連結子会社増加による

  減少
  △4  △4   △4

  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)

     △358 2 △355

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ － 212 △0 212 △358 2 △143

平成18年9月30日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,220 △4 9,902 380 46 10,328

 　（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。

　　 　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
評価・換算

差額等

 
 
 少数株主

持分

 

 純資産合計

 資本金  資本剰余金  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

  

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,696 △5 10,377 458 52 10,888

中間連結会計期間中の変動額         

  剰余金の配当   △104  △104   △104

  役員賞与         

  中間純利益   288  288   288

  自己株式の取得　    △0 △0   △0

  連結子会社増加による

  減少
  13  13   13

  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)

     117 3 120

中間連結会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ － 197 △0 197 117 3 318

平成19年9月30日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,894 △5 10,574 575 56 11,206
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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
評価・換算

差額等

 
 
 少数株主

持分

 

 純資産合計

 資本金  資本剰余金  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

  

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,007 △3 9,690 738 44 10,472

連結会計年度中の変動額         

  剰余金の配当 (注)   △104  △104   △104

  役員賞与　(注）   △62  △62   △62

  当期純利益   860  860   860

  自己株式の取得　    △1 △1   △1

  連結子会社増加による

  減少
  △4  △4   △4

  株主資本以外の項目の 

  連結会計年度中の変動

  額（純額)

     △280 8 △271

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 688 △1 687 △280 8 415

平成19年3月31日　残高

（百万円）
1,857 1,829 6,696 △5 10,377 458 52 10,888

 　（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）

前連結会計年度の連結
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） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  657 582 1,533

減価償却費  44 49 93

固定資産除売却損  6 － 7

減損損失  － 44 38

有価証券及び投資有価証券売却益  △12 － △87

投資有価証券評価損  3 － 9

貸倒引当金の減少額  △49 △20 △137

退職給付引当金の増加額  38 4 71

受取利息及び受取配当金  △35 △60 △61

支払利息  100 129 240

売上債権の増減額  1,654 4,495 △2,566

棚卸資産の増減額  △1,650 791 △1,533

未収入金の増加額  △157 △179 △706

長期預け金の増加額  △33 △41 △68

仕入債務の増減額  △921 △3,844 2,450

未成工事受入金の増減額  369 △13 49

未払消費税等の増減額  9 △62 78

割引手形の増減額  △8 13 283

役員賞与の支払額(利益処分）  △27 － △63

その他  △57 △12 569

小計  △69 1,877 202

利息及び配当金の受取額  34 59 61

利息の支払額  △93 △121 △233

法人税等の支払額  △256 △667 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー  △384 1,147 △515

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金等の増加額（純額）  △1 － △6

有形固定資産の取得による支出  △84 △644 △202

投資有価証券の取得による支出  △803 △517 △1,375

投資有価証券の売却による収入  217 70 799

敷金保証金の増加額（純額）  △3 △25 △31

会員権の増減額（純額）  69 △22 76

その他  6 30 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー  △598 △1,109 △788

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額（純額）  415 △450 817

長期借入金による収入  1,300 3,700 2,400

長期借入金の返済による支出  △1,603 △1,384 △3,412

社債の発行による収入  1,764 － 2,059

社債の償還による支出  △1,160 △230 △1,360

配当金の支払額  △104 △104 △104

少数株主への配当金の支払額  △0 △0 △0

その他  △0 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  609 1,530 397

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額  △373 1,568 △906

Ⅴ．現金及び現金同等物期首残高  2,833 2,015 2,833

Ⅵ．新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高  87 154 87

Ⅶ．現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 ※
 

2,547 3,737 2,015
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

(1)連結子会社の数　６社

　　連結子会社の名称

　　　日本ビルコン㈱

　　　日本ビルコン東北㈱

　　　日本ビルコン関西㈱

　　　日本ビルコン新潟㈱

　　　関西イトミック㈱

      ㈱カルメン　　　 

　日本ビルコン新潟㈱について

は、重要性が増加したことによ

り、当中間連結会計期間から連

結の範囲に含めることといたし

ました。

(2)非連結子会社の名称等

　 非連結子会社

　　明神電気㈱

　  東尖科貿易（上海）有限公司

　（連結の範囲から除いた理由）

　  これらの非連結子会社の総資

   産、売上高、中間純損益及び利

   益剰余金等は、いずれも小規模

   であり全体としても中間連結財

   務諸表に重要な影響を及ぼして

   いないためであります。

(1)連結子会社の数　７社

　　連結子会社の名称

　　　日本ビルコン㈱

　　　日本ビルコン東北㈱

　　　日本ビルコン関西㈱

　　　日本ビルコン新潟㈱

　　　関西イトミック㈱

      ㈱カルメン

      ㈱明神電気

　㈱明神電気については、重要

性が増加したことにより、当中

間連結会計期間から連結の範囲

に含めることといたしました。

(2)非連結子会社の名称等

　 非連結子会社

　　木谷電機㈱

　  東尖科貿易（上海）有限公司

  （連結の範囲から除いた理由）

　            同左

(1)連結子会社の数　６社

　　連結子会社の名称

　　　日本ビルコン㈱

　　　日本ビルコン東北㈱

　　　日本ビルコン関西㈱

　　　日本ビルコン新潟㈱

　　　㈱カルメン

　　　関西イトミック㈱

　日本ビルコン新潟㈱について

は、重要性が増加したことによ

り、当連結会計年度から連結の

範囲に含めることといたしまし

た。

(2)非連結子会社の名称等

　 非連結子会社

　　㈱明神電気

　  東尖科貿易（上海）有限公司

  （連結の範囲から除いた理由）

　   これらの非連結子会社の総資

　　産、売上高、当期純損益及び利

　　益剰余金等は、いずれも小規模

　　であり全体としても連結財務

　　諸表に重要な影響を及ぼし

　　ていないためであります。

 

２．持分法の適用に関す

る事項

　非連結子会社２社は、それぞれ中

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これらの会社に

対する投資については、持分法を適

用せず、原価法により評価しており

ます。

　なお、関連会社はありません。

同左 　非連結子会社２社は、それぞれ当

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これらの会社に

対する投資については、持分法を適

用せず、原価法により評価しており

ます。

　なお、関連会社はありません。

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すべて

中間連結決算日と同一であります。

同左 　連結子会社の決算日はすべて連結

決算日と同一であります。

４．会計処理基準に関す

る事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

(1）重要な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

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)によっております。

　その他有価証券

時価のあるもの

　　同左

　その他有価証券

時価のあるもの

連結決算期末日の市場価

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）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

によっております。

なお、投資事業有限責任

組合出資持分等について

は、当該投資事業有限責

任組合の直近事業年度に

おける純資産の当社持分

割合で評価しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

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）

③　たな卸資産

１）商品

　　主として移動平均法による

原価法によっております。

③　たな卸資産

１）商品

同左

③　たな卸資産

１）商品

同左

２）未成工事支出金

　　個別法による原価法に

よっております。

２）未成工事支出金

同左

２）未成工事支出金

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　　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）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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　　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）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

　の通りです。

 　　建物及び構築物　　　３～50年

 　　機械装置及び運搬具　３～９年

 　　その他　　　　　　　３～20年

 　　(会計方針の変更)

　当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当中間連結会計期間

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。

　これによる損益に与える影響は、

軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影

響も軽微であります。

 　　(追加情報）

　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。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

　なお、セグメント情報に与える影

響も軽微であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　　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）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。

②　無形固定資産

定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

②　無形固定資産

　　　　　　同左

②　無形固定資産

　　　　　　同左

東テク㈱（9960）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 14 －



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）

(3）繰延資産の処理方法

　社債発行費については、発生時

に一括費用処理しております。

　なお、平成18年3月31日以前に発

生した社債に係る社債発行費は、

旧商法施行規則の規定による３年

間の均等額費用処理を行っており

ます。

 

 （会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から、「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　

平成18年8月11日実務対応報告第19

号）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比べ

て、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は29百万円減少しており

ます。

(3）繰延資産の処理方法

　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 　　　  ─────

(3）繰延資産の処理方法

　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成

18年8月11日実務対応報告第19号）

を適用しております。

　これにより、従来の方法に比べ

て、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は27百万円減少しており

ます。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担額

を計上しており、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第4号　平成17年11月

29日）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益が、17

百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

          

 

       ─────

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当連結会計期間の負担額を計

上しております。

 

 

（会計方針の変更）

　当連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第4号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益が、52

百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

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）

④　退職給付引当金

　従業員等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。

　なお、会計基準変更時差異

（493百万円）については、15年

による均等額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度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（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

④　退職給付引当金

 　　　　同左

④　退職給付引当金

　従業員等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、当連結会計年

度末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

 

　なお、会計基準変更時差異

（493百万円）については、15年

による均等額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度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（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

⑤　　　 ─────　　 ⑤  役員退職慰労金引当金

  親会社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上して

おります。

 （追加情報）

　親会社は、従来、役員退職慰労金

を支出時の費用として処理しており

ましたが、前連結会計年度の下期に

おいて、内規に基づく期末要支給額

を役員退職慰労金引当金として計上

する方法に変更いたしました。

　なお、前中間連結会計期間は変更

後の方法によった場合に比べ、営業

利益、経常利益は11百万円、税金等

調整前中間純利益は352百万円それ

ぞれ増加しております。

 ⑤　役員退職慰労金引当金

  親会社は役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　親会社は、従来、役員退職慰労金

を支出時の費用として処理しており

ましたが、当連結会計年度より、内

規に基づく期末要支給額を役員退職

慰労金引当金として計上する方法に

変更いたしました。

  この変更は、当連結会計年度に役

員退職慰労金の支給に関する内規の

見直し整備を行ったこと、また、役

員退職慰労金引当金の計上が会計慣

行として定着しつつあることを踏ま

え、役員の在任期間にわたって費用

配分することにより、財務内容の健

全化及び期間損益のより適正化を計

るために行うものであります。

  この変更により当連結会計年度負

担額24百万円は販売費及び一般管理

費に計上し、過年度相当額340百万

円は特別損失として計上しておりま

す。

  これにより、従来と同一基準に

よった場合と比較して、営業利益及

び経常利益は24百万円、税金等調整

前当期純利益は364百万円それぞれ

減少しております。

  また、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

　なお、内規の見直し整備を下期に

行ったため、当中間連結会計期間は

従来の方法によっております。従っ

て、当中間連結会計期間は変更後の

方法によった場合に比べ、経常利益

は11百万円、税金等調整前中間純利

益は352百万円それぞれ増加してお

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）

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理及び

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　 同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…(ⅰ)固定利付債

の相場

(ⅱ)借入金の金

利

③　ヘッジ方針

　スワップ設定額は市場変動リ

スクを受ける資金の調達の範囲

内とし、スワップ取引における

相手先は大手金融機関等として

おります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　主として半期毎に内部規程に

より、ヘッジの有効性の事前及

び事後テストを実施し有効性評

価を行っております。

　但し、特例処理によっている

金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

完成工事高   269百万円

完成工事原価  257百万円

完成工事高    153百万円

完成工事原価    132百万円

完成工事高   647百万円

完成工事原価 600百万円

②　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

②　消費税等の会計処理

同左

②　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（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ヶ月

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ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成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）

  当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準委員会　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、10,282百万円であります。

　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）

  当連結会計年度より、「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、10,835百万円であります。

　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。

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）

　　　　　　　　　　　　　────── １.　「未収入金（前中間連結会計期間末1,586百万円)」は、前中間

　　連結会計期間末は流動資産「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、資産の総額の100分の

　　５を超えたため区分掲記しております。

２.　「役員賞与引当金（前中間連結会計期間末17百万円)」は、前

　　中間連結会計期間末は流動負債「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。

３.　「役員賞与引当金繰入（前中間連結会計期間17百万円)」は、

　　前中間連結会計期間は「役員報酬」に含めて表示しておりまし

　　たが、当連結会計期間において、重要性が増したため区分掲記

　　しております。

４.　 営業活動によるキャッシュ・フローの「有価証券及び投資有

　　価証券売却益」は当中間連結会計期間において、金額的重要性

　　が乏しくなったため「その他」に含めております。

　　　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「有

　　価証券及び投資有価証券売却益」は△５百万円であります。

５.　 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価

　　損」は当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくな

　　ったため「その他」に含めております。

　　　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「投

　　資有価証券評価損」は２百万円であります。

６.　 投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金等の増減額

　　(純額)」は当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏し

　　くなったため「その他」に含めております。

　　　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「定

　　期預金等の増減額(純額)」は６百万円であります。
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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　非連結子会社に対するものには次のも

　のがあります。

※１　非連結子会社に対するものには次のも

　のがあります。

※１　非連結子会社に対するものには次のも

　のがあります。

投資有価証券 260百万円

その他       22百万円

投資有価証券        292百万円

その他        22百万円

投資有価証券     260百万円

その他      22百万円

※２　担保に供している資産は次のとおりで

　あります。

※２　担保に供している資産は次のとおりで

　あります。

※２　担保に供している資産は次のとおりで

　あります。

（担保資産）  

建物及び構築物     419百万円

土地 2,104

投資有価証券 750

計 3,274百万円

（担保資産）  

建物及び構築物 584百万円

土地 2,320

投資有価証券 1,032

計    3,937百万円

（担保資産）  

建物及び構築物    408百万円

土地 2,104

投資有価証券 827

計  3,340百万円

（対応債務）  

支払手形及び買掛金

等
 1,403百万円

短期借入金 909

（うち１年内返済予

定の長期借入金 549  ）

長期借入金 740

計 3,053百万円

（対応債務）  

支払手形及び買掛金

等
   1,370百万円

短期借入金 1,139

（うち１年内返済予

定の長期借入金

 

  719 ）

長期借入金 1,612

計   4,122百万円

（対応債務）  

支払手形及び買掛金

等
 1,654百万円

短期借入金 899

（うち１年内返済予

定の長期借入金

 

     599 ）

長期借入金 377

計 2,931百万円

　　　上記のうち、建物及び構築物・土地の

　一部に対して根抵当権を設定しており

　ます。この極度額は1,980百万円で

　す。

 

　　　　　　　　　同左 　　　　　　　　同左

３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高     471百万円

受取手形裏書譲渡高      24百万円

３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高       777百万円

受取手形裏書譲渡高       368百万円

３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高      763百万円

受取手形裏書譲渡高     745百万円

 ※４　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日が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。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形 410百万円

支払手形 298百万円

 ※４　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日が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。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであ

ります。

受取手形        104百万円

支払手形        236百万円

 ※４　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が

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。当連結会計年度末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。

 

受取手形    167百万円

支払手形    441百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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　固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物0百万円、機械装置及び運搬具6百万

円、有形固定資産その他0百万円でありま

す。

※１　　　　　　───── ※１　固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物0百万円、機械装置及び運搬具7百万

円、有形固定資産その他0百万円でありま

す。

 ※２　 　　　　  ──── ※２　減損損失

　　当社グループは、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

※２　減損損失

　　当社グループは、以下の資産グループに

　ついて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（百万円）

飲食関

連設備

建物及び

構築物

 東京都

 文京区他
44

飲食関

連設備

機械装置

及び

運搬具

 東京都

 文京区
0

 計 44

 

用途 種類 場所
金額

（百万円）

飲食関

連設備

建物及び

構築物

 東京都

 文京区

 国立市

26

飲食関

連設備

機械装置

及び

運搬具

 東京都

 文京区
6

飲食関

連設備

有形固定

資産

その他

 東京都

 文京区
0

飲食関

連設備

リース資

産 

 東京都

 文京区 
6

 計 38

 

（経緯）

　飲食部門は将来にわたり投下資本を回収で

きる見込がないため、上記の関連設備につい

て回収可能評価額まで減損損失を認識しまし

た。

（経緯）

　飲食部門は将来にわたり投下資本を回収で

きる見込がないため、上記の関連設備につい

て回収可能評価額まで減損損失を認識しまし

た。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額  不動産鑑定評価基準

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額  不動産鑑定評価基準
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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

 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）

発行済株式

普通株式 6,994,000 － － 6,994,000

合計 6,994,000 － － 6,994,000

自己株式

普通株式（注） 7,833 600 － 8,433

合計 7,833 600 － 8,433

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.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。

３.配当に関する事項

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 104 15 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

 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）

発行済株式

普通株式 6,994,000 － － 6,994,000

合計 6,994,000 － － 6,994,000

自己株式

普通株式（注） 9,533 300 － 9,833

合計 9,533 300 － 9,833

 （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。

２.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。

３.配当に関する事項

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 104 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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

 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）

発行済株式

普通株式 6,994,000 ― ― 6,994,000

合計 6,994,000 ― ― 6,994,000

自己株式

普通株式（注） 7,833 1,700 ― 9,533

合計 7,833 1,700 ― 9,533

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,700株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.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。

３.配当に関する事項

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 104 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,912百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△365

現金及び現金同等物     2,547百万円

現金及び預金勘定       4,102百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△364

現金及び現金同等物  3,737百万円

現金及び預金勘定     2,385百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△370

現金及び現金同等物    2,015百万円

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

商品販売事業

（百万円）
 

工事事業

（百万円）
 

飲食事業

（百万円）
 

その他の

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
19,813  3,973  163  19  23,969  －  23,969

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

107  128  －  －  235  (235)  －

計 19,920  4,101  163  19  24,205  (235)  23,969

    営業費用 19,557  3,990  174  20  23,743  (243)  23,500

営業利益

（△損失）
363  110  △11  △1  461  7  469

　（注） １.　事業区分の方法

　事業は、製品系列及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

         ２.  各区分に属する主要製品及びサービス

事業区分 主要製品及びサービス

商品販売事業 空調機器、省エネ機器、制御機器、アフターサービス

工事事業 計装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事

飲食事業 食材の仕入、加工、卸、販売

その他の事業 不動産の賃貸及び管理等

         ３.  全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

         ４.  会計方針の変更（当中間連結会計期間）

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（４）③に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更により、従来の方法に比べ

て、当中間連結会計期間における営業費用は「商品販売事業」が13百万円、「工事事業」が4百万円増加し、営業利益がそれ

ぞれ同額減少しております。

 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）  

商品販売事業

（百万円）
 

工事事業

（百万円）
 

飲食事業

（百万円）
 

その他の

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
22,447  4,516  214  28  27,207  －  27,207

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

192  94  －  －  287  (287)  －

計 22,639  4,611  214  28  27,494  (287)  27,207

    営業費用 22,154  4,445  260  30  26,891  (278)  26,612

営業利益

（△損失）
484  166  △45  △1  603  (8)  595

東テク㈱（9960）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 23 －



　（注） １.　事業区分の方法

　事業は、製品系列及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

         ２.  各区分に属する主要製品及びサービス

事業区分 主要製品及びサービス

商品販売事業 空調機器、省エネ機器、制御機器、アフターサービス

工事事業 計装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事

飲食事業 食材の仕入、加工、卸、販売

その他の事業 不動産の賃貸及び管理等

         ３.  全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

 

 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）  

商品販売事業　

 　(百万円）
 

工事事業

（百万円）
 

飲食事業

（百万円）
 

その他の

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
45,490  11,017  330  50  56,888  －  56,888

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高

286  303  －  －  589  (589)  －

計 45,776  11,320  330  50  57,477  (589)  56,888

営業費用 44,554  10,888  390  51  55,884  (593)  55,291

営業利益

（△損失）
1,221  432  △59  △1  1,592  4  1,597

　（注） １.　事業区分の方法

　事業は、製品系列及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

         ２.  各区分に属する主要製品及びサービス

事業区分 主要製品及びサービス

商品販売事業 空調機器、省エネ機器、制御機器、アフターサービス

工事事業 計装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事

飲食事業 食材の仕入、加工、卸、販売

その他の事業 不動産の賃貸及び管理等

         ３.  全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

         ４.  会計方針の変更

(1)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4) ③に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更により、従来の方法に比べて当連結会計年度にお

ける営業費用は「商品販売事業」が38百万円、「工事事業」が13百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

(2)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4) ⑤に記載のとおり、従来は役員退職慰労金を支出時の費用として

処理しておりましたが、当連結会計年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労金引当金として計上する方法に変更いたしま

した。この変更により、従来の方法に比べて当連結会計年度における営業費用は「商品販売事業」が17百万円、「工事事業」が6百

万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社は本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社には、海外売上

高がないため該当事項はありません。
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（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 1,471.95円

１株当たり中間純利

益金額
55.00円

１株当たり純資産額 1,604.55円

１株当たり中間純利

益金額
   41.32円

１株当たり純資産額 1,551.36円

１株当たり当期純利

益金額
  123.18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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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（当期）純利益（百万円） 384 288 860

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
384 288 860

期中平均株式数（千株） 6,985 6,984 6,985

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引については、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。
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  2,130   2,985   1,567   

２．受取手形 ※５ 5,089   4,852   7,236   

３．売掛金  9,670   9,486   10,412   

４．完成工事未収入金  1,035   1,036   2,041   

５．たな卸資産  4,228   3,296   4,160   

６．繰延税金資産  327   285   405   

７．未収入金  －   2,214   2,054   

８．その他  1,596   125   116   

貸倒引当金  △162   △128   △147   

流動資産合計   23,916 71.1  24,155 69.1  27,848 73.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 715   674   724   

(2）土地 ※２ 2,525   2,543   2,525   

(3）その他  64 3,305  195 3,413  85 3,335  

２．無形固定資産   38   34   37  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 3,537   4,799   4,205   

(2）繰延税金資産  33   115   158   

(3）長期預け金  1,183   1,260   1,218   

(4）その他  1,828   1,284   1,261   

貸倒引当金  △204 6,378  △128 7,329  △137 6,706  

固定資産合計   9,722 28.9  10,778 30.9  10,079 26.6

Ⅲ　繰延資産   8 0.0  2 0.0  5 0.0

資産合計   33,647 100.0  34,936 100.0  37,933 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※2,5 5,536   5,676   8,421   

２．買掛金 ※２ 4,849   4,064   4,940   

３．工事未払金 ※２ 550   587   924   

４．短期借入金 ※２ 3,550   3,331   3,677   

５．未払法人税等  234   132   546   

６．１年内償還予定の社
債

 360   1,420   1,420   

７．賞与引当金  349   376   438   

８．役員賞与引当金  －   11   12   

９．その他 ※６ 1,113   921   967   

流動負債合計   16,543 49.2  16,522 47.3  21,348 56.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  3,540   2,390   2,600   

２．長期借入金 ※２ 3,375   4,809   3,013   

３．退職給付引当金  580   594   598   

４．役員退職慰労金引当
金 

 －   374   364   

５．その他  29   39   41   

固定負債合計   7,525 22.4  8,207 23.5  6,618 17.4

負債合計   24,068 71.5  24,729 70.8  27,967 73.7

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  1,857 5.5 1,857 5.3 1,857 4.9

２. 資本剰余金  

(1）資本準備金  1,829 1,829 1,829

資本剰余金合計  1,829 5.4 1,829 5.2 1,829 4.8

３. 利益剰余金  

(1）利益準備金  183   183   183   

(2）その他利益剰余
金

          

任意積立金  4,905 5,305 4,905

繰越利益剰余金  496   566   819   

利益剰余金合計  5,585 16.6 6,055 17.3 5,908 15.6

４. 自己株式  △4 △0.0 △5 △0.0 △5 △0.0

株主資本合計  9,267 27.5 9,736 27.9 9,588 25.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価
差額金

 311 0.9 470 1.4 376 1.0

評価・換算差額等合
計

 311 0.9 470 1.4 376 1.0

純資産合計  9,578 28.5 10,206 29.2 9,965 26.3

負債純資産合計  33,647 100.0 34,936 100.0 37,933 100.0
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高           

１．商品売上高   18,418   21,007   42,753  

２．完成工事高   3,209   3,664   9,189  

３. 飲食売上高   139   184   281  

売上高計   21,768 100.0  24,856 100.0  52,224 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．商品売上原価   16,432   18,743   38,364  

２．完成工事原価   2,397   2,712   7,271  

３．飲食売上原価   40   55   81  

売上原価計   18,870 86.7  21,510 86.5  45,717 87.5

売上総利益   2,897 13.3  3,345 13.5  6,506 12.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,624 12.1  2,908 11.7  5,399 10.3

営業利益   272 1.3  436 1.8  1,107 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  364 1.7  307 1.2  701 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  173 0.8  235 1.0  362 0.7

経常利益   464 2.1  509 2.0  1,445 2.8

Ⅵ　特別利益 ※３  52 0.2  12 0.1  49 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4,6  46 0.2  47 0.2  434 0.8

税引前中間（当期）純
利益

  470 2.2  475 1.9  1,060 2.0

法人税、住民税及び事
業税

 226   122   740   

法人税等調整額  △21 205 0.9 100 222 0.9 △267 472 0.9

中間（当期）純利益   265 1.2  252 1.0  587 1.1
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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  利益剰余金   

 資本準備金  利益準備金

 その他利益剰余金  自己株式  株主資本合計

 任意積立金
 繰越利益

剰余金
  

 平成18年３月31日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 4,555 729 △3 9,150

 中間会計期間中の変動額        

 　退職積立金の積立て　 （注）    100 △100  －

 　別途積立金の積立て 　（注）    250 △250  －

 　剰余金の配当 （注）     △104  △104

 　役員賞与 （注）     △43  △43

 　中間純利益     265  265

 　自己株式の取得　      △0 △0

 　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

（百万円）
－ － － 350 △233 △0 116

 平成18年９月30日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 4,905 496 △4 9,267

評価・換算差額等 
 

 純資産合計

 その他有価証券評価差額金  

 平成18年３月31日　残高

 （百万円）
653 9,804

 中間会計期間中の変動額   

 　退職積立金の積立て  （注）  －

 　別途積立金の積立て　（注）  －

 　剰余金の配当  （注）  △104

 　役員賞与  （注）  △43

 　中間純利益  265

   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）

△342 △342

 中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△342 △225

 平成18年９月30日　残高

 （百万円）
311 9,578

 （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  利益剰余金   

 資本準備金  利益準備金

 その他利益剰余金  自己株式  株主資本合計

 任意積立金
 繰越利益

剰余金
  

 平成19年３月31日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 4,905 819 △5 9,588

 中間会計期間中の変動額        

 　別途積立金の積立て    400 △400  －

 　剰余金の配当     △104  △104

 　中間純利益     252  252

 　自己株式の取得　      △0 △0

 　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

（百万円）
－ － － 400 △252 △0 147

 平成19年９月30日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 5,305 566 △5 9,736

評価・換算差額等 
 

 純資産合計

 その他有価証券評価差額金  

 平成19年３月31日　残高

 （百万円）
376 9,965

 中間会計期間中の変動額   

 　別途積立金の積立て  －

 　剰余金の配当  △104

 　中間純利益  252

   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）

93 93

 中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
93 240

 平成19年９月30日　残高

 （百万円）
470 10,206
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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  利益剰余金   

 資本準備金  利益準備金

 その他利益剰余金  自己株式  株主資本合計

 任意積立金
 繰越利益

剰余金
  

 平成18年３月31日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 4,555 729 △3 9,150

 事業年度中の変動額        

 　退職積立金の積立て　 （注）    100 △100  －

 　別途積立金の積立て 　（注）    250 △250  －

 　剰余金の配当 （注）     △104  △104

 　役員賞与 （注）     △43  △43

 　当期純利益     587  587

 　自己株式の取得　      △1 △1

 　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

（百万円）
－ － － 350 89 △1 438

 平成19年３月31日　残高

 （百万円）
1,857 1,829 183 4,905 819 △5 9,588

評価・換算差額等 
 

 純資産合計

 その他有価証券評価差額金  

 平成18年３月31日　残高

 （百万円）
653 9,804

 事業年度中の変動額   

 　退職積立金の積立て  （注）  －

 　別途積立金の積立て　（注）  －

 　剰余金の配当  （注）  △104

 　役員賞与  （注）  △43

 　当期純利益  587

   自己株式の取得  △1

 　株主資本以外の項目の

   事業年度中の変動額（純額）
△276 △276

 事業年度中の変動額合計

（百万円）
△276 161

 平成19年３月31日　残高

 （百万円）
376 9,965

 （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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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

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

   　　　　同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

   　　　　同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価

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）に

よっております。

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

決算期末日の市場価格等に

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）によってお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

なお、投資事業有限責任組

合出資持分等については、

当該投資事業有限責任組合

の直近事業年度における純

資産の当社持分割合で評価

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左 

(2）デリバティブ

同左 

(3）たな卸資産

①　商品

　　移動平均法による原価法に

よっております。

(3）たな卸資産

①　商品

同左 

(3）たな卸資産

①　商品

同左 

②　未成工事支出金

　　個別法による原価法によっ

ております。

②　未成工事支出金

同左 

②　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。

　　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）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。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　　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）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

　の通りです。

 　　　建物　　　３～50年

 　　　その他　　３～40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。

　これによる損益に与える影響は、

軽微であります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　　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）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。

 　　(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

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

(2）無形固定資産

 　　　　同左

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

３．繰延資産の処理方法 社債発行費

　社債発行費については、発生

時に一括費用処理しておりま

す。

　なお、平成18年3月31日以前に

発生した社債に係る社債発行費

は旧商法施行規則の規定による

３年間の均等額費用処理を行っ

ております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年8月11日実務対応報告第

19号）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、経常利益及び税引前中間

純利益は29百万円減少してお

ります。

社債発行費

　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

      ─────

社債発行費

　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年8月11日実務対応報告第

19号）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、経常利益及び税引前当期

純利益は27百万円減少してお

ります。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間の負担額を計

上しております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第4号　平成17年11月29

日）を適用しており、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は10百万円減

少しております。

(3）役員賞与引当金

同左

      ─────

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に充てるため、

将来の役員賞与支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準第4号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は32百万円減

少しております。
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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）

(4）退職給付引当金

　従業員等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。

　なお、会計基準変更時差異

（360百万円）については、15

年による均等額を費用処理して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業

年度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（５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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員等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。

　なお、会計基準変更時差異

（360百万円）については、15

年による均等額を費用処理して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業

年度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（５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。

 (5) 　　　───── (5)　役員退職慰労金引当金

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

 （追加情報）

　従来、役員退職慰労金を支出時の

費用として処理しておりましたが、

前事業年度の下期において、内規に

基づく期末要支給額を役員退職慰労

金引当金として計上する方法に変更

いたしました。

　なお、前中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べ、営業利益、

経常利益は11百万円、税引前中間純

利益は352百万円それぞれ増加して

おります。

(5) 役員退職慰労金引当金

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

 （会計方針の変更）

　従来、役員退職慰労金を支出時の

費用として処理しておりましたが、

当事業年度より、内規に基づく期末

要支給額を役員退職慰労金引当金と

して計上する方法に変更いたしまし

た。

  この変更は、当事業年度に役員退

職慰労金の支給に関する内規の見直

し整備を行ったこと、また、役員退

職金慰労引当金の計上が会計慣行と

して定着しつつあることを踏まえ、

役員の在任期間にわたって費用配分

することにより、財務内容の健全化

及び期間損益のより適正化を計るた

めに行うものであります。

  この変更により当事業年度負担額

24百万円は販売費及び一般管理費に

計上し、過年度相当額340百万円は

特別損失として計上しております。

  これにより、従来と同一基準に

よった場合と比較して、営業利益及

び経常利益は24百万円、税引前当期

純利益は364百万円それぞれ減少し

ております。

　なお、内規の見直し整備を下期に

行ったため、当中間会計期間は従来

の方法によっております。従って、

当中間会計期間は変更後の方法に

よった場合に比べ、経常利益は11百

万円、税引前中間純利益は352百万

円それぞれ増加しております。

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
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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）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理及び

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象…①固定利付債の相

場

  

②借入金の金利   

(3）ヘッジ方針

　スワップ設定額は市場変動リ

スクを受ける資金の調達の範囲

内とし、スワップ取引における

相手先は大手金融機関等として

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　主として半期毎に内部規程に

より、ヘッジの有効性の事前及

び事後テストを実施し有効性評

価を行っております。

　但し、特例処理によっている

金利スワップについては、有効

性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

(1）収益及び費用の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完

成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年超かつ

請負金額１億円以上）について

は工事進行基準を適用しており

ます。

　工事進行基準によるものは次

のとおりであります。

完成工事高 269百万円

完成工事原価   257百万円

完成工事高    87百万円

完成工事原価     85百万円

完成工事高  647百万円

完成工事原価   600百万円

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

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

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、9,578百万円であります。

　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）

  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、9,965百万円であります。

　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、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

表示方法の変更

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）

──────　　　 １.　「未収入金（前中間会計期間末1,532百万円)」は、前中間会計

　　期間末は流動資産「その他」に含めて表示しておりましたが、

　　当中間会計期間末において、資産の総額の100分の５を超えたた

　　め区分掲記しております。

２.　「役員賞与引当金（前中間会計期間末10百万円)」は、前中間

　　会計期間末は流動負債「その他」に含めて表示しておりました

　　が、当中間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。
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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 ※１．有形固定資産 ※１．有形固定資産

 （百万円)

減価償却累計額 1,258

 （百万円)

減価償却累計額 1,320

 （百万円)

減価償却累計額 1,290

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保に供している資産は次のとおりで

あります。

（担保資産） （百万円)

有形固定資産  

建物 271

土地 1,668

投資その他の資産  

投資有価証券 750

計 2,689

（担保資産） （百万円)

有形固定資産  

建物 250

土地 1,668

投資その他の資産  

投資有価証券 1,032

計 2,951

（担保資産） （百万円)

有形固定資産  

建物 261

土地 1,668

投資その他の資産  

投資有価証券 827

計 2,757

（対応債務） （百万円)

支払手形 432

買掛金 871

工事未払金 99

短期借入金 858

（うち１年内返済予

定の長期借入金  498)

長期借入金 646

計 2,907

（対応債務） （百万円)

支払手形 544

買掛金 671

工事未払金 155

短期借入金 1,076

（うち１年内返済予

定の長期借入金         656)

長期借入金 1,189

計 3,637

（対応債務） （百万円)

支払手形 642

買掛金 871

工事未払金 140

短期借入金 853

（うち１年内返済予

定の長期借入金

　

      553)

長期借入金 300

計 2,808

　　　上記のうち、建物・土地に対し

て根抵当権を設定しております。

この極度額は1,980百万円です。

　　　　　　　同左 

  

　　　　　　　同左 

  

　３．保証債務

　下記の会社の銀行借入金等に対して

次の金額を連帯保証しております。

　３．保証債務

　下記の会社の銀行借入金等に対して

次の金額を連帯保証しております。

　３．保証債務

　下記の会社の銀行借入金等に対して

次の金額を連帯保証しております。

 （百万円)

日本ビルコン㈱ 84

関西イトミック㈱ 109

日本ビルコン新潟㈱ 10

㈱カルメン 8

計 213

 （百万円)

日本ビルコン㈱ 53

関西イトミック㈱ 92

日本ビルコン新潟㈱ 60

計 205

 （百万円)

日本ビルコン㈱ 66

関西イトミック㈱ 140

日本ビルコン新潟㈱ 10

計 217

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高 

                                （百万円）

　　　受取手形割引高 471

 　 　受取手形裏書譲渡高 －

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高 

                                （百万円）

　　　受取手形割引高 777

 　 　受取手形裏書譲渡高 347

  ４．手形割引高及び裏書譲渡高 

                                （百万円）

　　　受取手形割引高 763

 　　 受取手形裏書譲渡高 717

 ※５．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間の末日が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。当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

    (百万円) 

受取手形 410 

支払手形 292 

 ※５．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間の末日が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。当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

    (百万円) 

受取手形       103 

支払手形        233 

 ※５．事業年度末日満期手形

　事業年度末日満期手形の会計処理に

ついては、当事業年度の末日が金融機

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。

当事業年度末日満期手形の金額は、次

のとおりであります。

    (百万円) 

受取手形 159 

支払手形        435

 

※６．消費税等の表示方法

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上流動負債のその他に含めて表

示しております。

※６．消費税等の表示方法

同左

※６.　 　 ─────
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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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

 （百万円)

受取利息 11

受取配当金 43

投資有価証券売却益 6

仕入割引 155

 （百万円)

受取利息 12

受取配当金 66

投資有価証券売却益 5

仕入割引 167

 （百万円)

受取利息 21

受取配当金 54

投資有価証券売却益 80

仕入割引 343

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

 （百万円)

支払利息 67

社債利息 20

手形売却損 16

 （百万円)

支払利息 82

社債利息 26

手形売却損 31

 （百万円)

支払利息 179

社債利息 47

手形売却損 37

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目

 （百万円)

貸倒引当金戻入益 45

 （百万円)

貸倒引当金戻入益 12

 （百万円)

貸倒引当金戻入益 43

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

 （百万円)

関係会社株式評価損 33

 （百万円)

減損損失 44

 （百万円)

役員退職慰労金引当金

繰入

340

関係会社株式評価損 53

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

 （百万円)

有形固定資産 30

無形固定資産 0

 （百万円)

有形固定資産 32

無形固定資産 3

 （百万円)

有形固定資産 64

無形固定資産 1

※６.　 　 ───── ※６．減損損失

　当社は、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

※６．減損損失

　当社は、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（百万円）

飲食関
連設備

建物
 東京都
文京区他

44

計 44

用途 種類 場所
金額

（百万円）

飲食関
連設備

建物
 東京都
国立市

20

飲食関
連設備

建物
 東京都
文京区

2

計 22

（経緯）

　飲食部門は将来にわたり投下資本を回収で

きる見込みがないため、上記の関連設備につ

いて回収可能評価額まで減損損失を認識しま

した。

（経緯）

　飲食部門は将来にわたり投下資本を回収で

きる見込みがないため、上記の関連設備につ

いて回収可能評価額まで減損損失を認識しま

した。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（グルーピング）

　管理会計上の区分を基本とし、将来の使用

見込みがない遊休資産については個々の資産

単位でグルーピングしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額　不動産鑑定評価基準

（回収可能評価額の算定方法等）

　正味売却価額　不動産鑑定評価基準
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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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 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　　（注） 7,833 600 － 8,433

合計 7,833 600 － 8,433

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加600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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 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　　（注） 9,533 300 ― 9,833

合計 9,533 300 ― 9,833

 （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。

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 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　　（注） 7,833 1,700 ― 9,533

合計 7,833 1,700 ― 9,533

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,700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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６．生産、受注及び販売の状況
当中間期

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称

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） 前年同期比（％）

商品販売事業 ― ―

工事事業 4,536 122.5

飲食事業 ― ―

その他の事業 ― ―

合計 4,536 122.5

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去後の数値によっております。

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称

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）
前年同期比（％）

商品販売事業 18,592 101.6

工事事業 ― ―

飲食事業 ― ―

その他の事業 ― ―

合計 18,592 101.6

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

区分 受注高 受注残高前年同期比（％） 前年同期比（％）

商品販売事業 ― ― ― ―

工事事業 7,241 112.0 5,846 100.6

飲食事業 ― ― ― ―

その他の事業 ― ― ― ―

合計 7,241 112.0 5,846 100.6

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  （単位：百万円）　

事業の種類別セグメントの名称

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）

前年同期比（％）

商品販売事業 22,447 113.3

工事事業 4,516 113.7

飲食事業 214 131.5

その他の事業 28 147.8

合計 27,207 113.5

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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