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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 20,952 △18.3 △2,271 － △2,425 － △2,186 －

18年９月中間期 25,647 17.1 △703 － △684 － △557 －

19年３月期 68,023 － △1,875 － △1,828 － △1,433 －

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 △82 85 －  

18年９月中間期 △21 13 －  

19年３月期 △54 35 －  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △7百万円 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 64,351 20,833 32.4 789 60

18年９月中間期 60,791 24,583 40.4 931 74

19年３月期 61,684 23,408 37.9 887 21

（参考）自己資本 19年９月中間期 20,833百万円 18年９月中間期 24,583百万円 19年３月期 23,408百万円

(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 △4,278 △1,135 2,853 2,937

18年９月中間期 △2,460 △256 △145 3,495

19年３月期 245 △807 △291 5,504

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  － 5 50  － 5 50 11 00

20年３月期 － 5 50 － －

20年３月期（予想） － － － 未定  未定  

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 103,000 51.4 △600 － △800 － △1,900 － △68 00

－ 1 －



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

新規 0社  除外 0社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、16～22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 27,940,000株 18年９月中間期 27,940,000株 19年３月期 27,940,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 1,555,258株 18年９月中間期 1,554,914株 19年３月期 1,555,133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、36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 20,266 △19.2 △2,162 － △2,300 － △2,057 －

18年９月中間期 25,079 16.4 △629 － △599 － △456 －

19年３月期 65,381 － △1,866 － △1,810 － △1,391 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △77 98

18年９月中間期 △17 32

19年３月期 △52 72

(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 63,662 21,013 33.0 796 41

18年９月中間期 60,058 24,694 41.1 935 92

19年３月期 60,847 23,461 38.6 889 19

（参考）自己資本 19年９月中間期 21,013百万円 18年９月中間期 24,694百万円 19年３月期 23,461百万円

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 100,000 52.9 △600 － △800 － △1,900 － △68 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

①　上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績

　　は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

②　中間期末の配当金につきましては、基準日時点のオリエンタル建設株主に対して、１株につき5円50銭の配当

　　を実施する予定です。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①当中間期の業績全般の概況  

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢は厳しさが残り個人消費は足踏みしていたものの、企業収

益が高水準で推移するなか、設備投資も引き続き増加基調にあるなど、景気は回復基調を保っておりました。

　建設業界におきましては、住宅建設はおおむね横ばいとなっているものの、公共工事におきましては、公共投資関

連予算が前年度比で減少した影響を受け、引き続き前年を下回り総じて低調に推移いたしました。

　このような情勢のなかで、当社グループはコア事業である橋梁分野のシェア拡大への努力と建築工事や海外事業等

の受注活動に努めた結果、当中間連結会計期間の受注高は34,513百万円と前年同期に比べ27.3％増加しました。

　また、当中間連結会計期間の売上高は20,952百万円と前年同期に比べ18.3％減少し、損益面につきましては、総コ

ストの削減に努めましたが、受注単価の下落を補うことができず経常損失2,425百万円、中間純損失2,186百万円を計

上する結果となりました。

 

②当中間期のセグメント概況

（建設事業）

　建設事業の売上高は20,738百万円（前中間連結会計期間比81.2％）、営業損失1,968百万円（前中間連結会計期間

営業損失218百万円）となりました。

（不動産賃貸等事業）

　当事業の主な営業内容は、事務所ビル及び駐車場の賃貸とその管理業務、損害保険の代理業務であります。

　不動産賃貸等事業の売上高は257百万円（前中間連結会計期間比160.8％）、営業利益は138百万円（前中間連結会

計期間比470.9％)となりました。

 

③通期の見通し 　

  公共工事の総発注量は減少傾向が続き、建設業界全体の供給過剰状態も改善が進まないなど、当社グループの経営

環境は依然厳しい状況に置かれております。

　このような情勢のもと、本年10月のオリエンタル建設株式会社と株式会社白石の合併により高い技術優位性とコス

ト競争力を確保し、中核事業である新設橋梁工事でのシェア拡大に努めるとともに、民間建築工事や開発事業、新規

事業にも注力してまいります。

　なお、両社の合併により今期の業績見通しは次の通りとなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売　上　高 経常利益 当期損益

 連　　結 103,000 △800 △1,900

 個　　別 100,000 △800 △1,900

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　　(資　　産) 

流動資産は、前中間連結会計期間末に比べ2,166百万円増加し40,724百万円となりました。主な増減内容は、受

取手形・完成工事未収入金4,916百万円の減少と未成工事支出金4,040百万円の増加であります。

　また、固定資産は、前中間連結会計期間末に比べ1,392百万円増加し23,627百万円となりました。主な増減内容

は有形固定資産606百万円の増加と投資その他の資産727百万円の増加であります。

　総資産は前中間連結会計期間末に比べ3,559百万円増加し64,351百万円となりました。

　　(負　　債) 

流動負債は、前中間連結会計期間末に比べ8,686百万円増加し37,929百万円となりました。これは主に短期借入

金が3,000百万円増加したことによるものであります。

　また、固定負債は前中間連結会計期間末に比べ1,376百万円減少し5,588百万円となりました。これは主に退職

給付引当金が1,307百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は前中間連結会計期間末に比べ7,310百万円増加し43,517百万円となりました。

　　(純　資　産)

純資産は前中間連結会計期間末の純資産合計に比べ3,750百万円減少し20,833百万円となりました。これは主に

利益剰余金が3,281百万円、その他有価証券評価差額金が393百万円それぞれ減少したことによるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により4,278百万円の減少、投資活動により1,135百

万円の減少、財務活動により2,853百万円の増加となり、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の当中間連

結会計期間末残高は期首残高5,504百万円より2,566百万円減少し2,937百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主な減少要因として、税金等調整前中間純損失が3,473百万円（前年同期

の税金等調整前中間純損失683百万円)、未成工事支出金9,629百万円の増加（前年同期6,463百万円の増加)、仕入債

務2,005百万円の減少（前年同期1,015百万円の減少）があり、また、増加要因として、未成工事受入金3,476百万円

の増加（前年同期2,628百万円の増加)があり、4,278百万円の減少（前年同期2,460百万円の減少）となりました。

(投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出857百万円（前年同期148百万円）等で、

1,135百万円の減少（前年同期256百万円の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動によるにキャッシュ・フローは、短期借入金の増加3,000百万円、配当金の支払146百万円（前年同期145

百万円）等で、2,853百万円の増加（前年同期145百万円の減少)となりました。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 37.9 41.0 41.3 37.9 32.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.3 23.5 24.2 18.6 13.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
664.6 377.0 348.3 13.5 －

　　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

　　債務償還年数：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

　　※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。

　　※株式時価総額は中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式控除後)により算出しており

      ます。

　　※営業キャッシュ・フローは中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

      を使用しております。有利子負債は、中間連結(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。

　　　また、利払いについては、中間連結(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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、既存事業分野における競争優位性の拡大と新たな事業分野への展開を推進するため、経営基盤、

特に財務体質の強化に努めるとともに、株主の皆様への安定的な利益還元に前向きに取り組むことを基本的な方針

としてまいりました。このような基本方針に従い、当中間期につきましては、基準日時点のオリエンタル建設株主

に対しまして前中間期と同じ１株につき５円50銭の配当を実施する予定であります。

　なお、次期以降の配当につきましては、これまでの安定配当の維持という基本方針を一部残しつつも、期間損益

と配当性向を勘案した業績連動型の利益配分方式も取り入れる予定にしております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等に関し、経営成績、財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のようなものがあ

ります。なお、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末において判断したもの

であります。

①公共事業への依存

　当社グループの事業内容は主に建設事業であり、売上高の概ね６割を公共工事で占めております。国及び地方自

治体の公共投資は年々縮小傾向にあることから、この減少を補うため橋梁以外の土木分野、建築分野及び海外分野

への受注活動を強化いたしますが、公共工事量減少如何によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。

②工事用資材の価格上昇

　当社グループの主たる事業である建設工事に使用する主要資材の価格が高騰し、請負金額に反映されない場合は、

売上総利益の低下により業績に影響を及ぼす可能性があります。

③取引先の信用リスク

　民間からの請負工事につき、物件引渡後工事代金受領前に取引先が信用不安に陥った場合、貸倒損失の計上によ

り業績に影響を及ぼす可能性があります。

④災害に伴うリスク

　建設事業において、天候等の自然災害により工事施工に影響を及ぼす場合があり、工事遅延や工事原価の追加費

用が発生する可能性があります。

⑤海外事業の展開に伴うリスク

　当社グループは、海外工事にも進出しており、当該国の政治・経済情勢の悪化、為替レートの急激な変動、予期

せぬ法律・規制の変化等が行われた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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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６社で構成され、この他に関連会社４社及びその他の関係会社１社を含めたグルー

プにより、建設事業を主な事業内容としております。当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメン

ト並びに事業部門との関連は次のとおりであります。

建設事業

（工事施工部門）

当社は、プレストレストコンクリート(ＰＣ)建設工事、一般土木・建築工事の施工を行っております。また、㈱プ

ロテック（子会社）は土木建築構造物補修工事の施工等、日本ケーモー工事㈱（子会社）は地下埋設管敷設工事等の

施工等、泰弘産業㈱（子会社）は建設資材の製造販売を行っております。

（製品製造部門）

当社は、プレストレストコンクリート製品等の製造販売を行っております。また、㈱オートリ（子会社）は工場製

品製造の請負を行っております。なお、その他の関係会社である太平洋セメント㈱からは同社製品のセメントを商社

経由で購入しております。

不動産賃貸等事業　

　当社は、不動産賃貸事業を営んでおり、㈱オーケーケー（子会社）は不動産の管理及び損害保険の代理業等を営んで

おります。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

工事施工 

不動産 

の賃貸 

製品製造販売 工事施工 工事施工 建設資材 

製造販売等 

得     意     先 

 

関連会社 

瀋陽市政地鉄管片有限公司(※3) 

㈱オリテック２１(※4) 

㈱Ｏ.Ｔ.Ｎ(※4) 

Ｏ・Ｔ・テクノリサーチ㈱(※4) 

その他の関係会社 

太平洋セメント㈱ 

 

建設資材 

製造販売等 

不動産 

管理等 

製品製造 

当        社 

 

製品製造部門 

建    設    事    業 

 工 事 施 工 部 門 

 

不動産 

賃貸等 

事業 

子会社    

㈱プロテック(※1) 

泰弘産業㈱(※1) 

日本ケーモー工事㈱(※1) 

 

子会社 

㈱オートリ(※1) 

 

子会社 

㈱オーケーケー(※1) 

㈱三 京(※2) 

 

（注）(※1)連結子会社　

(※2)非連結子会社

(※3)関連会社で持分法適用会社

(※4)関連会社で持分法非適用会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、本年10月のオリエンタル建設株式会社、株式會社白石の合併を機に経営戦略を再構築いたしまし

た。当社グループの新たな経営理念は、「豊かな生活の実現と環境との共生に貢献する」であり、この理念をどのよ

うに実現していくのかを示したものが新しい経営ビジョンである「『土木・建築・不動産』プロデュース企業」で

す。

　企業は社会的存在であり、地域・社会・地球というより大きな環境エコロジーの一員であるとの認識をもって行動

し、人と環境が共に豊かに暮らす意義を考え、豊かな生活を実現する機会を「土木・建築・不動産」プロデュースを

通じて提供していきます。

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、収益面で早期の黒字化を目指す一方、企業価値の増大を重要な経営目標としており、なるべく早

い時期にＰＢＲを1.0まで引き上げるとともに、中長期的にはプロアクティブな財務活動や戦略的なＭ＆Ａなどを必要

に応じて実行しながら時価総額1,000億円企業を目指します。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループでは、前述の通り経営理念やビジョンといった新たな戦略フレームワークを構築いたしました。その

中で今後当社グループが進むべき道筋を10項目からなる経営の基本戦略として具体的に明示し、一丸となってこの基

本戦略を実行するとともに、株主、投資家等のより深い理解を得るように努めてまいります。

　　　① 中核事業である橋梁工事部門のマーケットシェアの拡大

　　　② 建設業としての企画力・営業力・技術力の三位一体による総合力の強化

　　　③ 「土木・建築・不動産」プロデュース企業としてのポジショニング確立

　　　④ 土木・建築・不動産ビジネスにおけるバリューチェーンの要素と連携の強化

　　　⑤ PC・ケーソン技術等の特化技術の新たな分野への応用

　　　⑥ 顧客満足度の向上と既存の顧客基盤への新たなサービスの提供

　　　⑦ 金融・財務戦略の強化と流動化・PFI・インフラファンド事業等新たな事業手法の検討

　　　⑧ 製造工場の強みを生かしたプレキャスト製品等の新たな事業展開

　　　⑨ 環境に優しい土木・建築・不動産ビジネスの展開

　　　⑩ 経営管理体制、コーポレート・ガバナンスの強化

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループが属する建設セクターでは、政府建設投資の削減が続き厳しい受注競争に晒されております。一方で

は、総合評価方式、技術提案型入札など価格以外の要素を反映させる様々な入札方式も実施に移されております。今

後当社は収益性を高めるために、合併によって得られた高い技術力を前面に押し出してこのような入札方式で成果を

挙げられるよう努力するとともに、低落札率が続く環境の下でも存続できるよう更に企業体質の改善に努めてまいり

ます。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

  当社は、平成19年10月１日をもって株式會社白石と企業合併いたしました。
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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   3,495   2,937    5,504  

２　受取手形・完成工
事未収入金等

※
3,4,5

 14,900   9,983    17,105  

３　未成工事支出金   15,460   19,500    9,904  

４　開発事業支出金   966   2,750    2,240  

５　その他たな卸資産   1,235   1,136    1,512  

６　その他   2,562   4,443    3,084  

貸倒引当金   △63   △28    △90  

流動資産合計   38,557 63.4  40,724 63.3 2,166  39,260 63.6

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1) 建物  3,732   3,520    3,629   

(2) 土地  9,944   9,771    9,972   

(3) その他  1,743 15,421  2,736 16,027  606 2,044 15,646  

２　無形固定資産            

(1) のれん  245   184    214   

(2) その他  472 717  592 776  59 469 684  

３　投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  2,384   1,496    1,955   

(2) その他  3,746   5,413    4,189   

貸倒引当金  △36 6,095  △86 6,822  727 △52 6,093  

固定資産合計   22,234 36.6  23,627 36.7 1,392  22,424 36.4

資産合計   60,791 100  64,351 100 3,559  61,684 100
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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

※４  17,279   18,050    20,083  

２　短期借入金   ―   3,000    ―  

３　未成工事受入金   10,357   11,151    7,675  

４　完成工事補償引当
金

  95   78    100  

５　工事損失引当金   304   1,426    1,040  

６　その他   1,205   4,222    2,531  

流動負債合計   29,242 48.1  37,929 58.9 8,686  31,431 51

Ⅱ　固定負債            

１　退職給付引当金   4,608   3,301    4,508  

２　役員退職慰労金引
当金

  1   3    3  

３　その他   2,354   2,283    2,331  

固定負債合計   6,965 11.5  5,588 8.7 △1,376  6,843 11.1

負債合計   36,207 59.6  43,517 67.6 7,310  38,275 62.1

(純資産の部)            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,985 4.9  2,985 4.6 ―  2,985 4.8

２　資本剰余金   2,022 3.3  2,022 3.1 ―  2,022 3.3

３　利益剰余金   17,962 29.6  14,681 22.9 △3,281  16,940 27.4

４　自己株式   △704 △1.2  △704 △1.1 △0  △704 △1.1

株主資本合計   22,265 36.6  18,984 29.5 △3,281  21,243 34.4

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  1,092 1.8  698 1.1 △393  943 1.5

２　繰延ヘッジ損益   6 0.0  ―  △6  0 0.0

３　土地再評価差額金   1,220 2.0  1,148 1.8 △71  1,220 2.0

４　為替換算調整勘定   ―   1 0.0 1  1 0.0

評価・換算差額
等合計

  2,318 3.8  1,849 2.9 △469  2,165 3.5

純資産合計   24,583 40.4  20,833 32.4 △3,750  23,408 37.9

負債純資産合計   60,791 100  64,351 100 3,559  61,684 100
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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   25,647 100  20,952 100 △4,695  68,023 100

Ⅱ　売上原価   23,066 89.9  20,553 98.1 △2,513  63,587 93.5

売上総利益   2,580 10.1  398 1.9 △2,181  4,435 6.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  3,283 12.8  2,670 12.7 △613  6,311 9.3

営業損失   703 △2.7  2,271 △10.8 1,568  1,875 △2.8

Ⅳ　営業外収益            

受取利息  5   29    17   

受取配当金  10   9    18   

機械等賃貸収入  7   2    14   

特許権実施料  7   1    17   

その他  33 64 0.2 35 78 0.4 14 95 162 0.2

Ⅴ　営業外費用            

支払利息  0   17    18   

持分法による投資
損失

 ―   7    ―   

コミットメント
ライン費用

 4   144    17   

工事前受金保証料  21   19    34   

機械等賃貸費用  3   0    7   

その他  16 45 0.2 43 232 1.2 187 38 115 0.1

経常損失   684 △2.7  2,425 △11.6 1,740  1,828 △2.7

Ⅵ　特別利益            

貸倒引当金戻入益  42   59    15   

会員権売却益  ―   21    1   

その他  ― 42 0.2 ― 81 0.4 39 60 77 0.1

Ⅶ　特別損失            

特別退職金等  ―   789    ―   

減損損失 ※３ ―   270    ―   

固定資産除却損  39   17    43   

投資有価証券評価
損

 1   ―    146   

その他  ― 40 0.2 52 1,129 5.4 1,089 ― 190 0.3

税金等調整前中間
(当期)純損失

  683 △2.7  3,473 △16.6 2,790  1,941 △2.9

法人税、住民税
及び事業税

 50   33    68   

法人税等調整額  △176 △125 △0.5 △1,320 △1,287 △6.2 △1,161 △575 △507 △0.8

中間(当期)純損失   557 △2.2  2,186 △10.4 1,628  1,433 △2.1
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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) 2,985 2,022 18,665 △704 22,968

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当(前期利益処分)   △145  △145

役員賞与(前期利益処分)   △0  △0

中間純損失   △557  △557

自己株式の取得    △0 △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)

     

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

― ― △702 △0 △702

平成18年９月30日残高(百万円) 2,985 2,022 17,962 △704 22,265

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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) 1,362 ― 1,220 2,582 25,551

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当(前期利益処分)     △145

役員賞与(前期利益処分)     △0

中間純損失     △557

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)

△270 6 ― △264 △264

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△270 6 ― △264 △967

平成18年９月30日残高(百万円) 1,092 6 1,220 2,318 24,583
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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) 2,985 2,022 16,940 △704 21,243

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △145  △145

中間純損失   △2,186  △2,186

自己株式の取得    △0 △0

土地再評価差額金の取崩   71  71

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)

     

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

－ － △2,259 △0 △2,259

平成19年９月30日残高(百万円) 2,985 2,022 14,681 △704 18,984

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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) 943 0 1,220 1 2,165 23,408

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当      △145

中間純損失      △2,186

自己株式の取得      △0

土地再評価差額金の取崩      71

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)

△244 △0 △71 0 △316 △316

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△244 △0 △71 1 △316 △2,575

平成19年９月30日残高(百万円) 698 － 1,148 1 1,849 20,833
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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) 2,985 2,022 18,665 △704 22,968

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(前期利益処分)   △145  △145

剰余金の配当   △145  △145

役員賞与(前期利益処分)   △0  △0

当期純損失   △1,433  △1,433

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― ― △1,724 △0 △1,724

平成19年３月31日残高(百万円) 2,985 2,022 16,940 △704 21,243

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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) 1,362 ― 1,220 ― 2,582 25,551

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当(前期利益処分)      △145

剰余金の配当      △145

役員賞与(前期利益処分)      △0

当期純損失      △1,433

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 0 ― 1 △417 △417

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△419 0 ― 1 △417 △2,142

平成19年３月31日残高(百万円) 943 0 1,220 1 2,165 23,408
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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

     

税金等調整前当期純利益又
は税金等調整前中間純損失
（△）

 △683 △3,473  △1,941

減価償却費  295 355  568

減損損失  ― 270  ―

のれん償却額  30 30  61

貸倒引当金の
増減額(減少：△)

 △33 △27  9

退職給付引当金の
増減額(減少：△)

 △142 △1,207  △242

役員退職慰労金引当金の
増減額(減少：△)

 △0 0  0

完成工事補償引当金の
増減額(減少：△)

 7 △21  12

工事損失引当金の
増減額(減少：△)

 121 385  857

受取利息及び受取配当金  △15 △38  △35

支払利息  0 17  18

有形固定資産除却損  37 17  43

投資有価証券評価損  1 ―  146

持分法による投資損益
(益：△)

 ― 7  ―

会員権売却益  ― △21  △1

特別退職金等  ― 789  ―

役員賞与支払額  △0 ―  △0

売上債権の
増減額(増加：△)

 4,579 7,118  2,359

未成工事支出金の
増減額(増加：△)

 △6,463 △9,629  △864

開発事業支出金の
増減額(増加：△)

 △103 △510  △1,376

その他たな卸資産の
増減額(増加：△)

 △84 408  △394

仕入債務の
増減額(減少：△)

 △1,015 △2,005  1,790

未払消費税等の
増減額(減少：△)

 △839 △799  △408

未成工事受入金の
増減額(減少：△)

 2,628 3,476  △53

その他  △693 1,401  △174

小計  △2,373 △3,456 △1,082 374

利息及び配当金の受取額  15 38  36

利息の支払額  △0 △17  △18

特別退職金等の支出  ― △789  ―

その他  ― △52  60

法人税等の支払額  △101 △1  △207

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △2,460 △4,278 △1,818 245
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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

     

有形固定資産の取得
による支出

 △148 △857  △653

有形固定資産の売却
による収入

 1 3  8

無形固定資産の取得
による支出

 △214 △203  △220

投資有価証券の取得
による支出

 △1 △1  △12

非連結子会社株式の取得
による支出

 ― △30  ―

非持分法適用関連会社株
式取得による支出

 ― △17  ―

貸付けによる支出  △4 △1,073  △5

貸付金の回収による収入  10 1,018  66

その他投資等の取得
による支出

 △0 △171  △103

その他投資等の売却
による収入

 101 196  185

その他  ― ―  △72

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △256 △1,135 △878 △807

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：△)

 ― 3,000  ―

自己株式の売却による
支出

 △0 △0  △0

配当金の支払額  △145 △146  △291

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △145 2,853 2,999 △291

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △2 △6 △3 △3

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額(減少：△)

 △2,865 △2,566 298 △856

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 6,360 5,504 △856 6,360

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

 3,495 2,937 △557 5,504
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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

 
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５社

連結子会社名

㈱プロテック

㈱オートリ

㈱オーケーケー

泰弘産業㈱

日本ケーモー工事㈱

(1) 連結子会社の数５社

連結子会社名

  ㈱プロテック

  ㈱オートリ

  ㈱オーケーケー

  泰弘産業㈱

  日本ケーモー工事㈱

(1) 連結子会社の数５社

連結子会社名

㈱プロテック 

㈱オートリ 

㈱オーケーケー 

泰弘産業㈱ 

日本ケーモー工事㈱ 

 (2) 非連結子会社の数

該当事項はありません。

(2) 非連結子会社の数１社

  ㈱三京

(連結の範囲から除いた理

由)

　非連結子会社は、小規

模であり、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

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) 非連結子会社の数

該当事項はありません。

２　持分法の適用に関する

事項

　該当事項はありません。 (1) 持分法適用の関連会社

　 数　１社

   瀋陽市政地鉄管片有限

 　公司

　 瀋陽市政地鉄管片有限

公司は、決算日が連結決

算日と異なるため、同社

の財務諸表を使用してお

ります。

 (2) 持分法を適用していな

 い関連会社　３社

   ㈱オリテック２１　

㈱Ｏ．Ｔ．Ｎ

O・T・テクノリサーチ

㈱ 

   持分法を適用していな

い関連会社３社は、いず

れも中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等

から見て、持分法の対象

から除いても中間連結財

務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除

いております。

(1) 持分法適用の関連会社

   数　１社

   瀋陽市政地鉄管片有限

　 公司

　 瀋陽市政地鉄管片有限

公司は、決算日が連結決

算日と異なるため、同社

の財務諸表を使用してお

ります。

(2) 持分法を適用していな

 い関連会社　１社 

     ㈱オリテック２１

 

   

 　持分法を適用していな

い関連会社１社は、いず

れも当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等

から見て、持分法の対象

から除いても連結財務諸

表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

法の適用範囲から除いて

おります。
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

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㈱プロテックを除き、連

結財務諸表提出会社の中間

決算日と一致しております。

　すべての連結子会社の中

間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。

　すべての連結子会社の事

業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

 決算日が中間連結決算日と

異なる内容等

　㈱プロテックの決算日は、

３月31日から９月12日に変

更しているため、中間連結

財務諸表を作成に当たって

は同日現在の財務諸表を使

用し、決算日との間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

おります。

 

　

 

 

 

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

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)

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

①　有価証券

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)

 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

 ②　たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

②　たな卸資産

未成工事支出金

同左

②　たな卸資産

未成工事支出金

同左

 開発事業支出金

個別法による原価法

 

開発事業支出金

　　同左

開発事業支出金

同左

 その他たな卸資産

仕掛品

 　　　個別法による原価法

その他たな卸資産

　　　仕掛品

 　　　　　同左

その他たな卸資産

　　　仕掛品

 　　　　　同左

 材料貯蔵品

移動平均法による原

価法

材料貯蔵品

同左

材料貯蔵品

同左
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(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(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)を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

 建物・構築物７年～60年

機械・運搬具４年～12年

 

 

 （会計方針の変更）

  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

得した有形資産について、

改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更して

おります。

　これにより営業損失、経

常損失及び税引前中間純損

失がそれぞれ２百万円増加

しております。

  （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取

得した資産については、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

連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額の差額を

５年間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。

　これにより営業損失、経

常損失及び税引前中間純損

失がそれぞれ51百万円増加

しております。 

 

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しており

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

を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上

基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

 ②　完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担

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

額を計上しております。

②　完成工事補償引当金

同左

②　完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、

完成工事高に対する将来

の見積補償額を計上して

おります。

 

 

③　工事損失引当金

　当中間連結会計期間末

手持工事のうち損失が見

込まれ、かつ、損失額を

合理的に見積ることがで

きる工事について、当該

損失見積額を計上してお

ります。

③　工事損失引当金

同左

③　工事損失引当金

　当連結会計年度末手持

工事のうち損失が見込ま

れ、かつ、損失額を合理

的に見積ることができる

工事について、当該損失

見積額を計上しておりま

す。

 

 

④　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。

　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(10年)による定率法

により費用処理しており

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(10年)による定率法

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。

　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(10年)による定率法

により費用処理しており

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(10年)による定率法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しており

ます。
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 ⑤　役員退職慰労金引当金

　連結子会社２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。

⑤　役員退職慰労金引当金

　連結子会社２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。

⑤　役員退職慰労金引当金

　連結子会社２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。

 (追加情報)

　提出会社は、従来、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

上しておりましたが、平

成18年３月27日開催の取

締役会及び監査役会にお

いて、取締役及び監査役

の退職慰労金制度の廃止

を決議し、平成18年６月

29日開催の定時株主総会

において、在任中の取締

役、監査役に対し、在任

期間に対応する退職慰労

金を支給することを決議

いたしました。

　これに伴い、取締役及

び監査役の退職慰労金未

払相当額185百万円を固定

負債の「その他」に含め

て表示しております。

 

―――――― 

 (追加情報)

 　　提出会社は、従来、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

りましたが、平成18年３月

27日開催の取締役会及び監

査役会において、取締役及

び監査役の退職慰労金制度

の廃止を決議し、平成18年

６月29日開催の定時株主総

会において、在任中の取締

役、監査役に対し、在任期

間に対応する退職慰労金を

支給することを決議いたし

ました。

 　　これに伴い、取締役及び

監査役の退職慰労金未払相

当額185百万円を流動負債

の「その他」に109百万円

及び固定負債の「その他」

に75百万円計上しておりま

す。

(4) 重要な外貨建の資産

及び負債の本邦通貨

への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。

(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) 重要なヘッジ会計の

方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振当

処理の要件を満たす為替

予約については、振当処

理を採用しております。

――――――

 

 ①　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振当

処理の要件を満たす為替

予約については、振当処

理を採用しております。
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対

象

（ヘッジ手段）為替予約

（ヘッジ対象）外貨建予定

取引

 

 

 

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 （ヘッジ手段）為替予約

 （ヘッジ対象）外貨建予定取

引

 ③　ヘッジ方針

　ヘッジ手段である為替

予約は為替変動相場リス

クを回避する目的で行っ

ており、投機的な取引は

行わない方針にしており

ます。

 

 

 ③　ヘッジ方針

 　　ヘッジ手段である為替予

約は為替変動相場リスクを

回避する目的で行っており、

投機的な取引は行わない方

針にしております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方

法

　ヘッジ対象の時価変動

額とヘッジ手段の時価変

動額を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断

しております。

  ④　ヘッジ有効性評価の方法

 　ヘッジ対象の時価変動額

とヘッジ手段の時価変動

額を比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断し

ております。

(7) 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

なる重要な事項

①　長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が６億円超の工事

については工事進行基準

によっております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は10,285

百万円であります。

①　長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が３億円以上の工

事については工事進行基

準を適用しております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は8,487　

百万円であります。

 （会計方針の変更）

　従来、工期が１年に亘

り、かつ請負契約高が６

億円超の長期大型工事に

ついて工事進行基準を適

用しておりましたが、当

中間連結会計期間におけ

る新規着工工事より、工

期が１年に亘り、かつ請

負金額が３億円以上の工

事について工事進行基準

を適用することに変更い

たしました。　

①　長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が６億円超の工事

については工事進行基準

によっております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は20,631

百万円であります。
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

　この変更は、国際的な

会計基準の動向と四半期

報告書制度等に対応する

ため、また、平成19年10

月１日の株式會社白石と

の合併による会計方針の

統一を目的とし、一層の

期間損益の適正化を図る

ものであります。

　この変更により、従来

の基準によった場合に比

べ、売上高が167百万円増

加し、売上総利益、営業

損失、経常損失及び税金

等調整前中間純損失に与

える影響はありません。

 ②　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。

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

　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

還期限が到来する短期投

資からなります。

同左 同左

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、24,577百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、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。

 　 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、23,408百万円であります。

    なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。
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 （追加情報）  

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)

　――――――  ―――――― （企業結合関係） 

　当社と株式會社白石（以下、白石と

いいます。）との企業結合については、

貸借対照表日現在、その主要条件は合

意されておりますが、効力発生日が到

来していないため完了しておりません。

企業結合におけるパーチェス法を適用

した場合の注記事項（財務諸表等規則

第８条の17）のうち、確定している事

項は以下のとおりであります。

1　企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

　

 　被取得企業の名称：株式會社白石

   事業の内容：橋梁下部工工事一般

土木工事の施工等

(2) 企業結合を行う主な理由 

 　 合併により受注の拡大、利益率の

改善及び経費の削減を図ることで企

業価値を高める等を目的としており

ます。

(3) 企業結合日（予定）

    平成19年10月1日

(4) 企業結合の法的形式

    吸収合併

(5) 結合後企業の名称 

    オリエンタル白石株式会社

２　株式の種類別の合併比率

   白石の普通株式１株に対し、当社

の普通株式0.3株を割当交付いたしま

す。ただし、白石が所有する白石の

普通株式については割当交付を行い

ません。

   なお、合併に用いられる本割当て

比率の協議を行うに際しては、両社

はそれぞれ第三者算定機関に割当て

比率の算定を依頼し、当社は大和証

券エスエムビーシー㈱より、白石は

㈱みずほ銀行より、「合併比率算定

書」を受領しております。
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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)

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間において掲記されていた「連結調整

勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」と表示して

おります。

――――――

　

（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において掲記されていた「連結調整

勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「のれん償却

額」と表示しております。

――――――
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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　有形固定資産の減価償却累計額

18,414百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

18,542百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

18,489百万円

　２　保証債務

(1) 従業員の住宅ローンに対する

 保証額

0百万円

　２　保証債務

―――――― 

　２　保証債務

――――――

(2) 下記の会社のマンション売買

 契約手付金の返済について保

 証を行っております。

(2) 下記の会社のマンション売買

 契約手付金の返済について保

 証を行っております。

(2) 下記の会社のマンション売買

 契約手付金の返済について保

 証を行っております。

㈱マリモ 584百万円

明和地所㈱ 79

グレイス㈱ 16

㈱ジャパン

ホームズ
64

㈱パルス

クリエイト
2

㈱マリモ 221百万円

リスト㈱  23

㈱モアコーポ

レーション 
53

明和地所㈱ 104

㈱夢ハウジング  14

㈱マリモ 215百万円

明和地所㈱ 116      

㈱ジャパン

ホームズ
75

㈱夢ハウジング 12

㈱パルス

クリエイト
5

(3) 下記の会社の金融機関からの

 借入金について保証を行って

 おります。

―――――― (3) 下記の会社の金融機関からの

 借入金について保証を行って

 おります。

㈱三田ハウジング 61百万円 ㈱三田ハウジング 61百万円

※３ 受取手形

裏書譲渡高
0百万円

―――――― ――――――

※４　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。

なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形

が、中間連結会計期間末残高に含

まれております。

※４　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。

なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次

の中間連結会計期間末日満期手形

が、中間連結会計期間末残高に含

まれております。

 ※４　連結会計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、当連結会計年度末日満期手形

が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が、

連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 262百万円

支払手形 8

受取手形 150百万円

支払手形  26

受取手形 209百万円

支払手形 0

  ―――――― ※５　手形債権の一部を譲渡し債権の

流動化を行っております。  

 　　受取手形流動化による

債権譲渡高　　 2,578百万円

　　   なお、受取手形の流動化に伴

い、信用補完の目的により支払

留保されている768百万円は、流

動資産「その他」に含めて表示

しております。

※５　手形債権の一部を譲渡し債権の

流動化を行っております。  

　    受取手形流動化による　　　　

債権譲渡高　 　2,826百万円

 　    なお、受取手形の流動化に伴い、

信用補完の目的により支払留保さ

れている722百万円は、流動資産

「その他」に含めて表示しており

ます。
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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)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

　６　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため㈱三井住友銀行等７

行と貸出コミットメントライン契

約を締結しており、総額30億円、

契約期間は平成17年12月から平成

20年12月であります。当中間連結

会計期間末における貸出コミット

メントラインに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。

　６　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行９行と貸出

コミットメントライン契約を締結

しております。

　当連結会計年度末における貸出

コミットメントラインに係る借入

未実行残高等は次のとおりであり

ます。

　６　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため㈱三井住友銀行等６

行と貸出コミットメントライン契

約を締結しており、総額30億円、

契約期間は平成17年12月から平成

21年12月であります。当連結会計

年度末における貸出コミットメン

トラインに係る借入未実行残高等

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 ―

差引額 3,000

貸出コミット

メントの総額
16,500百万円

借入実行残高 3,000

差引額 13,500

貸出コミット

メントの総額
3,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,000

（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　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

従業員給与

賞与手当
1,509百万円

退職給付

引当金繰入額
73

貸倒引当金

繰入額
8

従業員給与

賞与手当
1,232百万円

退職給付

引当金繰入額
61

貸倒引当金

繰入額
31

従業員給与

賞与手当
2,921百万円

退職給付

引当金繰入額
165

役員退職慰労金

引当金繰入額
0

貸倒引当金

繰入額
32

　２　当社グループの売上高は、通常

の営業の形態として、上半期に比

べ下半期に完成する工事の割合が

大きいため、連結会計年度の上半

期の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期と

下半期の業績に季節的変動があり

ます。

　２　　　　　同左  ――――――
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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
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ――――――  ※３　減損損失

 　 当社グループは、管理会計上の

区分を基準に、工事用資産は支店

単位、工場資産は工場単位、賃貸

用資産は物件単位にグルーピング

を行っております。

  これらの資産グループのうち、

公共事業の価格競争激化に起因し

収益性が悪化した資産グループに

ついて帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しておりま

す。

　減損損失の内容は、建物・構築

物が13百万円、機械・運搬具・工

具器具備品が55百万円、土地が200

百万円であります。

 ――――――

用途 場所 種類 減損損失

 工事用

資産

宮城県加

美町等 

土地・機

械装置等
171

工場

資産

新潟県

 新潟市 

土地・建

物等 
99

 　　なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額を使用し、

土地の評価額については主として

不動産鑑定評価基準により、また、

建物等の減価償却資産については、

コストアプローチによる見積金額

によっております。
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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 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 27,940 － － 27,940

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 1,554 0 － 1,554

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　90株

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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 145 5.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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11月22日

取締役会
普通株式 利益剰余金 145 5.5 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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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）

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 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 27,940 － － 27,940

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 1,555 0 － 1,555

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　 125株

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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29日

定時株主総会
普通株式 145 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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11月30日

取締役会
普通株式 利益剰余金 145 5.5 平成19年９月30日 平成19年12月10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

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 27,940 － － 27,940

合計 27,940 － － 27,940

自己株式     

普通株式　（注） 1,554 0 － 1,555

合計 1,554 0 － 1,555

（注）単元未満株式の買取による増加309株であります。

 

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

(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 145 5.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 145 5.5 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
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 145  利益剰余金 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月29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

3,495百万円は、中間連結貸借対照表

の流動資産「現金預金」中間期末残高

と一致しております。

　現金及び現金同等物の中間期末残高

2,937百万円は、中間連結貸借対照表

の流動資産「現金預金」中間期末残高

と一致しております。

　現金及び現金同等物の期末残高5,504

百万円は、連結貸借対照表の流動資産

「現金預金」期末残高と一致しており

ます。
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（リース取引関係）

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）

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）

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

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

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

(借主側) (借主側) (借主側)

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

91 73 17

合計 91 73 17

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

195 49 146

合計 195 46 146

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

38 27 11

合計 38 27 11

２　未経過リース料中間期末残高相当

額

２　未経過リース料中間期末残高相当

額

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12百万円

１年超 6

合計 19

１年内 36百万円

１年超 111

合計 148

１年内 5百万円

１年超 6

合計 12

３　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 10百万円

減価償却費

相当額
9

支払利息相当額 0

支払リース料 20百万円

減価償却費

相当額
18

支払利息相当額 1

支払リース料 18百万円

減価償却費

相当額
16

支払利息相当額 0

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 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)

(1) 株式 511 2,017 1,506

(2) 債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 511 2,017 1,506

　（注）　当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損１百万円を計上しております。なお、時価

が取得原価より30%以上下落した銘柄のうち、回復の見込みがあると認められるものを除き減損処理を行なうこ

ととしております。

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貸借対照表計上額(平成18年９月30日)

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　　　 266 百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

Ⅱ　当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 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)

(1) 株式 474 1,443 968

(2) 債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 474 1,443 968

　（注）　時価が取得原価より30%以上下落した銘柄のうち、回復の見込みがあると認められるものを除き減損処理を行な

うこととしております。

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貸借対照表計上額(平成19年９月30日)

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　　　 　　171百万円

その他                                         100
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Ⅲ　前連結会計年度末(平成19年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類
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)

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

(1) 株式 469 1,768 1,299

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 469 1,768 1,299

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

(1) 株式 3 2 △1

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 3 2 △1

合計 472 1,771 1,298

　（注）　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損146百万円を計上しております。なお、時価が取

得原価より30%以上下落した銘柄のうち、回復の見込みがあると認められるものを除き減損処理を行なうことと

しております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日）

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　　　 　　171百万円

その他                                         100

（デリバティブ取引関係）

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)

　当社グループは、デリバティブ取引

にはヘッジ会計を適用しているので、

該当事項はありません。

　該当事項はありません。 　当社グループは、期中に行ったデリ

バティブ取引はヘッジ会計を適用して

いるので、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)

 
建設事業

(百万円)

不動産
賃貸等事業
(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 25,535 111 25,647 ― 25,647

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 48 48 (48) ―

計 25,535 160 25,695 (48) 25,647

営　業　費　用 25,754 130 25,885 465 26,350

営業利益又は営業損失（△） △218 29 △189 (513) △703

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)

 
建設事業

(百万円)

不動産
賃貸等事業
(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 20,738 214 20,952 ― 20,952

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 43 43 (43) ―

計 20,738 257 20,995 (43) 20,952

営　業　費　用 22,706 118 22,825 398 23,223

営業利益又は営業損失（△） △1,968 138 △1,829 (441) △2,271

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)

 
建設事業

(百万円)

不動産
賃貸等事業
(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 67,702 320 68,023 ― 68,023

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 86 86 (86) ―

計 67,702 407 68,109 (86) 68,023

営　業　費　用 68,943 243 69,187 712 69,899

営業利益又は営業損失（△） △1,240 163 △1,077 (798) △1,875
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　（注）１　事業区分の方法

　事業は、建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。

２　各区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

建　設　事　業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一

般土木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製

造販売、地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負、開発事業（注）

等

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

（注）開発事業は建設事業に含めて表示しております。なお、開発事業の主要な事業の内容は、「住宅・店

舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に係る開発事業」であります。

 

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前中間連結
会計期間
(百万円)

当中間連結
会計期間
(百万円)

前連結
会計年度
(百万円)

主な内容

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額

513 441 798

提出会社本社の総務・経理部

門等の管理部門に関する費用

であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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)

　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、記載しておりません。

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)

　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、記載しておりません。

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)

　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、記載しておりません。

ｃ．海外売上高

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)

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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(自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日)

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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)

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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 931.74円

１株当たり中間純損失 21.13円

１株当たり純資産額 789.60円

１株当たり中間純損失 82.85円

１株当たり純資産額 887.21円

１株当たり当期純損失 54.35円

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益については、

１株当たり中間純

損失であり、また、

潜在株式がないた

め、記載しており

ません。

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

　同左 潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

　潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益については、

１株当たり当期純

損失であり、また、

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)純損失の算定上の基礎は、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)

１株当たり中間(当期)純損失     

中間(当期)純損失 (百万円) 557 2,186 1,433

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)

純損失
(百万円) 557 2,186 1,433

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,385 26,384 26,385

（重要な後発事象）

 

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)

　――――――  （重要な合併） 

     当社は、平成19年１月26日開催の

取締役会において決議の上、株式會

社白石（以下、「白石」といいま

す。）との間で、平成19年10月１日

を効力発生日とする合併契約書を締

結し、平成19年６月28日開催の白石

の株主総会及び同日開催の当社の株

主総会で承認され、平成19年10月１

日に合併いたしました。

 １．被取得企業の名称及び事業の内容

 　被取得企業の名称：株式會社白石

  事業の内容：橋梁下部工工事、一般

土木工事の施工等

 ２．企業結合を行う主な理由 

  　 合併により受注の拡大、利益率の

改善及び経費の削減を図ることで企

業価値を高める等を目的としており

ます。

　――――――
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 ３．企業結合日

     平成19年10月１日

 ４．企業結合の法的形式

     当社を合併存続会社、白石を合併

　　 消滅会社とする吸収合併

 ５．結合後企業の名称 

     オリエンタル白石株式会社

 ６．取得の対価として交付した株式の

種類、交換比率及びその算定方

法

　白石の普通株式１株に対し、当

社の普通株式0.3株を割当交付い

たしました。ただし、白石が所有

する白石の普通株式については割

当交付を行っておりません。なお、

合併に用いられる本割当て比率の

協議を行うに際しては、両社はそ

れぞれ第三者算定機関に割当て比

率の算定を依頼し、当社は大和証

券エスエムビーシー㈱より、白石

は㈱みずほ銀行より、「合併比率

算定書」を受領しております。

 ７．合併により交付した株式数

 　　当社自己株式による交付

　　　　　　　　　　　1,554,900株

   　新株式発行による交付

                      5,254,920株

 ８．被取得企業の取得原価及びその内

　　 訳

　 ・被取得企業の取得原価

　　　　　　　　　　   2,868百万円

 　・取得原価の内訳

   　取得の対価として交付した株式の

   　価額   　        2,748百万円  

　　 取得に直接要した費用の額

　　　　　　 　　       120百万円
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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  3,105   2,585    5,185   

２　受取手形
※
3,4

4,168   743    2,590   

３　完成工事未収入金  10,475   8,857    13,712   

４　未成工事支出金  15,020   19,109    9,796   

５　開発事業支出金  966   2,750    2,240   

６　その他たな卸資産  1,207   1,104    1,480   

７　その他 ※５ 2,707   4,464    3,236   

貸倒引当金  △61   △28    △87   

流動資産合計   37,588 62.6  39,586 62.2 1,997  38,154 62.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1) 建物  3,729   3,516    3,625   

(2) 機械装置  967   834    888   

(3) 土地  9,926   9,753    9,954   

(4) その他  732   1,867    1,117   

計  15,356   15,972    15,585   

２　無形固定資産  468   589    466   

３　投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  2,162   1,491    1,777   

(2) その他  4,517   6,108    4,915   

貸倒引当金  △36   △86    △52   

計  6,643   7,514    6,641   

固定資産合計   22,469 37.4  24,075 37.8 1,606  22,693 37.3

資産合計   60,058 100  63,662 100 3,604  60,847 100
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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 ※３ 5,794   4,163    6,624   

２　工事未払金  11,099   13,357    12,785   

３　短期借入金 ※６ ―   3,300    ―   

４　未払法人税等  109   58    69   

５　未成工事受入金  9,964   10,630    7,569   

６　完成工事補償引当
金

 92   77    98   

７　工事損失引当金  301   1,383    1,039   

８　その他  1,039   4,094    2,359   

流動負債合計   28,401 47.3  37,064 58.2 8,663  30,545 50.2

Ⅱ　固定負債            

１　再評価に係る
繰延税金負債

 1,994   1,945    1,994   

２　退職給付引当金  4,607   3,301    4,508   

３　その他  359   337    337   

固定負債合計   6,962 11.6  5,584 8.8 △1,377  6,840 11.2

負債合計   35,364 58.9  42,649 67.0 7,285  37,386 61.4
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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
(％)

(純資産の部)            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,985 5.0  2,985 4.7 ―  2,985 4.9

２　資本剰余金            

(1) 資本準備金  2,013   2,013    2,013   

(2) その他資本剰余
金

 9   9    9   

資本剰余金合計   2,022 3.4  2,022 3.2 ―  2,022 3.3

３　利益剰余金            

(1) 利益準備金  547   547    547   

(2) その他利益剰余
金

           

特別償却準備金  9   ―    4   

買換資産圧縮積
立金

 263   ―    255   

別途積立金  17,244   16,003    17,244   

繰越利益剰余金  9   △1,686    △1,056   

利益剰余金合計   18,073 30.1  14,863 23.3 △3,210  16,994 27.9

４　自己株式   △704 △1.2  △704 △1.1 0  △704 △1.1

株主資本合計   22,376 37.3  19,166 30.1 △3,210  21,297 35.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  1,091 1.8  698 1.1 △393  943 1.6

２　繰延ヘッジ損益   6 0.0  ― ― △6  0 0.0

３　土地再評価差額金   1,220 2.0  1,148 1.8 △71  1,220 2.0

評価・換算差額等
合計

  2,317 3.8  1,847 2.9 △470  2,164 3.6

純資産合計   24,694 41.1  21,013 33.0 △3,681  23,461 38.6

負債純資産合計   60,058 100  63,662 100 3,604  60,847 100
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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   25,079 100  20,266 100 △4,812  65,381 100

Ⅱ　売上原価   22,647 90.3  19,976 98.6 △2,670  61,377 93.9

売上総利益   2,432 9.7  290 1.4 △2,142  4,004 6.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  3,061 12.2  2,452 12.1 △609  5,871 8.9

営業損失   629 △2.5  2,162 △10.7 1,532  1,866 △2.8

Ⅳ　営業外収益            

受取利息  6   29    20   

その他  68 75 0.3 57 87 0.4 11 152 172 0.2

Ⅴ　営業外費用            

支払利息  ―   18    18   

その他  45 45 0.2 206 225 1.1 180 98 116 0.1

経常損失   599 △2.4  2,300 △11.4 1,700  1,810 △2.7

Ⅵ　特別利益   41 0.2  80 0.4 39  78 0.1

Ⅶ　特別損失  ※３  39 0.2  1,129 5.5 1,089  190 0.3

税引前中間(当
期)純損失

  597 △2.4  3,349 △16.5 2,751  1,923 △2.9

法人税、住民税
及び事業税

 39   27    48   

法人税等調整額  △179 △140 △0.5 △1,319 △1,291 △6.3 △1,150 △580 △531 △0.8

中間(当期)純損
失

  456 △1.9  2,057 △10.2 1,600  1,391 △2.1
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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

自己株式
株主資本
合計

　資本
 準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

自己株
式処分
差益

特別償却
準備金

買換資産
圧縮積立
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)

2,985 2,013 9 2,022 547 24 291 17,244 568 18,675 △704 22,978

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145 △145 △145

中間純損失 △456 △456 △456

自己株式の取得 △0 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

△9 9 ― ―

特別償却準備金
の取崩

△4 4 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

△19 19 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△8 8 ― ―

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)

― ― ― ― ― △14 △27 ― △559 △602 △0 △602

平成18年９月30日
残高 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 9 263 17,244 9 18,073 △704 22,376

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 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)

1,362 ― 1,220 2,582 25,561

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145

中間純損失 △456

自己株式の取得 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

―

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

△270 6 ― △264 △264

中間会計期間中の
変動額合計(百万
円)

△270 6 ― △264 △867

平成18年９月30日
残高 (百万円)

1,091 6 1,220 2,317 24,694
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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

自己株式
株主資本
合計

　資本
 準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

自己株
式処分
差益

特別償却
準備金

買換資産
圧縮積立
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)

2,985 2,013 9 2,022 547 4 255 17,244 △1,056 16,994 △704 21,297

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当 △145 △145 △145

中間純損失 △2,057 △2,057 △2,057

自己株式の取得 △0 △0

特別償却準備金
の取崩

△4 4 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△255 255 ― ―

別途積立金の取
崩

△1,241 1,241 ― ―

土地再評価差額
金の取崩

71 71 71

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)

― ― ― ― ― △4 △255 △1,241 △630 △2,130 △0 △2,130

平成19年９月30日
残高 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 ― ― 16,003 △1,686 14,863 △704 19,166

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 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)

943 0 1,220 2,164 23,461

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当 △145

中間純損失 △2,057

自己株式の取得 △0

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

別途積立金の取
崩

―

土地再評価差額
金の取崩

71

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
(純額)

△244 △0 △71 △316 △316

中間会計期間中の
変動額合計(百万
円)

△244 △0 △71 △316 △2,447

平成19年９月30日
残高 (百万円)

698 ― 1,148 1,847 21,013
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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

自己株式
株主資本
合計

　資本
 準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

自己株
式処分
差益

特別償却
準備金

買換資産
圧縮積立
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)

2,985 2,013 9 2,022 547 24 291 17,244 568 18,675 △704 22,978

事業年度中の変動
額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145 △145 △145

剰余金の配当 △145 △145 △145

当期純損失 △1,391 △1,391 △1,391

自己株式の取得 △0 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

△9 9 ― ―

特別償却準備金
の取崩

△9 9 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

△19 19 ― ―

買換資産圧縮積
立金の取崩

△17 17 ― ―

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)

― ― ― ― ― △19 △36 ― △1,625 △1,681 △0 △1,681

平成19年３月31日
残高 (百万円)

2,985 2,013 9 2,022 547 4 255 17,244 △1,056 16,994 △704 21,297

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 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)

1,362 ― 1,220 2,582 25,561

事業年度中の変動
額

剰余金の配当
(前期利益処分)

△145

剰余金の配当 △145

当期純損失 △1,391

自己株式の取得 △0

特別償却準備金
の取崩(前期利益
処分)

―

特別償却準備金
の取崩

―

買換資産圧縮積
立金の取崩(前期
利益処分)

―

買換資産圧縮積
立金の取崩

―

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

△419 0 ― △418 △418

事業年度中の変動
額合計(百万円)

△419 0 ― △418 △2,100

平成19年３月31日
残高 (百万円)

943 0 1,220 2,164 23,461
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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

 
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

子会社株式

 

移動平均法による原

価法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

     同左

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場

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)

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

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)

 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

 (2) たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

(2) たな卸資産

未成工事支出金

同左

(2) たな卸資産

未成工事支出金

同左

 開発事業支出金

個別法による原価法

開発事業支出金

    同左

開発事業支出金

同左

 その他たな卸資産

仕掛品

個別法による原価

法

その他たな卸資産

仕掛品

同左

その他たな卸資産

仕掛品

同左

 材料貯蔵品

移動平均法による

原価法

材料貯蔵品

同左

材料貯蔵品

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(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)を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

　建物・構築物７年～60年

　機械・運搬具４年～12年

(1)有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。　

(1) 有形固定資産

同左 
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

　これにより、営業損失、

経常損失及び税引前中間純

損失がそれぞれ２百万円増

加しております。

 （追加情報）

　平成19年度の法人税法改

正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産につ

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％

に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額の差

額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより営業損失、経

常損失及び税引前中間純損

失がそれぞれ50百万円増加

しております。

 (2)無形固定資産

　定額法を採用しておりま

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)に基づく定額法を採用し

ております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

 (2)完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保

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

の見積補償額を計上してお

ります。

(2)完成工事補償引当金

同左

(2)完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、完成

工事高に対する将来の見積

補償額を計上しております。
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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)

 (3)工事損失引当金

　当中間期末手持工事のう

ち損失が見込まれ、かつ、

損失額を合理的に見積るこ

とができる工事について、

当該損失見積額を計上して

おります。

(3)工事損失引当金

同左

(3)工事損失引当金

　当事業年度末手持工事の

うち損失が見込まれ、かつ、

損失額を合理的に見積るこ

とができる工事について、

当該損失見積額を計上して

おります。

 (4)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。

　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(10

年)による定率法により費用

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(10年)に

よる定率法により按分した

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。

　過去勤務債務は、その発

生時の従業員平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定率法により費用

処理しております。

　数理計算上の差異は、各

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(10年)に

よる定率法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しており

ます。

 (5)役員退職慰労金引当金

――――――

―――――― (5)役員退職慰労金引当金

　――――――

 （追加情報）

　従来、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

しておりましたが、平成18年

３月27日開催の取締役会及び

監査役会において、取締役及

び監査役の退職慰労金制度の

廃止を決議し、平成18年６月

29日開催の定時株主総会にお

いて、在任中の取締役、監査

役に対し、在任期間に対応す

る退職慰労金を支給すること

を決議いたしました。

　これに伴い、取締役及び監

査役の退職慰労金未払相当額

185百万円を固定負債の「そ

の他」に含めて表示しており

ます。

（追加情報）

 従来、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

おりましたが、平成18年３月

27日開催の取締役会及び監査

役会において、取締役及び監

査役の退職慰労金制度の廃止

を決議し、平成18年６月29日

開催の定時株主総会において、

在任中の取締役、監査役に対

し、在任期間に対応する退職

慰労金を支給することを決議

いたしました。

 これに伴い、取締役及び監

査役の退職慰労金未払相当額

185百万円を流動負債の「そ

の他」に109百万円及び固定

負債の「その他」に75百万円

計上しております。
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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　外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

　外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

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

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振当

処理の要件を満たす為替

予約については、振当処

理を採用しております。

――――――  (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、振当処理

の要件を満たす為替予約に

ついては、振当処理を採用

しております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

（ヘッジ手段）為替予約

（ヘッジ対象）外貨建予定

取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

　　　　　　　　象 

 （ヘッジ手段）為替予約

 （ヘッジ対象）外貨建予定

取引

 (3) ヘッジ方針

　ヘッジ手段である為替

予約は為替変動相場リス

クを回避する目的で行っ

ており、投機的な取引は

行わない方針にしており

ます。

 (3) ヘッジ方針

　ヘッジ手段である為替予

約は為替変動相場リスクを

回避する目的で行っており、

投機的な取引は行わない方

針にしております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法

　ヘッジ対象の時価変動

額とヘッジ手段の時価変

動額を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断

しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象の時価変動額

とヘッジ手段の時価変動

額を比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断し

ております。

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) 長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が６億円超の工事

については工事進行基準

によっております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は10,285

百万円であります。

(1) 長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が３億円以上の工

事については工事進行基

準によっております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は8,487百

万円であります。

(1) 長期請負工事の収益計

上基準

　工期が１年超、かつ請

負金額が６億円超の工事

については工事進行基準

によっております。

　なお、工事進行基準に

よる完成工事高は20,631

百万円であります。
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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)

（会計方針の変更）

　従来、工期が１年に亘

り、かつ請負契約高が６

億円超の長期大型工事に

ついて工事進行基準を適

用しておりましたが、当

中間会計期間における新

規着工工事より、工期が

１年に亘り、かつ請負金

額が３億円以上の工事に

ついて工事進行基準を適

用することに変更いたし

ました。　

　この変更は、国際的な

会計基準の動向と四半期

報告書制度等に対応する

ため、また、平成19年10

月１日の株式會社白石と

の合併による会計方針の

統一を目的として、一層

の期間損益の適正化を図

るものであります。

　この変更により、従来

の基準によった場合に比

べ、売上高が167百万円増

加し、売上総利益、営業

損失、経常損失及び税引

前中間純損失に与える影

響はありません。 

 (2) 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。

(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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、24,688百万円であります。

　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、23,460百万円であります。 

 　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。

 （追加情報）  

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)

　――――――  ―――――― （企業結合関係） 

　当社と株式會社白石（以下、白石と

いいます。）との企業結合については、

貸借対照表日現在、その主要条件は合

意されておりますが、効力発生日が到

来していないため完了しておりません。

企業結合におけるパーチェス法を適用

した場合の注記事項（財務諸表等規則

第８条の17）のうち、確定している事

項は以下のとおりであります。

1 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

 　 被取得企業の名称：株式會社白石

    事業の内容：橋梁下部工工事、一

般土木工事の施工等

(2) 企業結合を行う主な理由 

 　 合併により受注の拡大、利益率

 の改善及び経費の削減を図るこ

 とで企業価値を高める等を目的

 としております。

(3) 企業結合日（予定）

　　平成19年10月1日

(4) 企業結合の法的形式

　　吸収合併
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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)

(5) 結合後企業の名称 

　　オリエンタル白石株式会社

２　株式の種類別の合併比率

　白石の普通株式１株に対し、当社の

普通株式0.3株を割当交付いたします。

ただし、白石が所有する白石の普通株

式については割当交付を行いません。

  なお、合併に用いられる本割当て比

率の協議を行うに際しては、両社はそ

れぞれ第三者算定機関に割当て比率の

算定を依頼し、当社は大和証券エスエ

ムビーシー㈱より、白石は㈱みずほ銀

行より、「合併比率算定書」を受領し

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)

　前中間会計期間末において、固定負債に区分掲記してお

りました「長期預り保証金」は、金額的重要性がなくなっ

たため、当中間会計期間末より固定負債の「その他」に含

めて表示しております。なお、当中間会計期間末の固定負

債の「その他」に含まれる「長期預り保証金」は174百万

円であります。

――――――　

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
(平成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

17,924百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

18,043百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

17,996百万円

　２　保証債務

(1) 従業員の住宅ローンに対する

保証額

0百万円

　２　保証債務

――――――

　２　保証債務

――――――

(2) 下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保

証を行っております。

(2) 下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保

証を行っております。

(2) 下記の会社のマンション売買

契約手付金の返済について保

証を行っております。

㈱マリモ 584百万円

明和地所㈱ 79

グレイス㈱ 16

㈱ジャパン

ホームズ
64

㈱パルス

クリエイト
2

㈱マリモ 221百万円

リスト㈱  23

㈱モアコーポ

レーション 
53

明和地所㈱ 104

㈱夢ハウジング  14

㈱マリモ 215百万円

明和地所㈱ 116      

㈱ジャパン

ホームズ
75

㈱夢ハウジング 12

㈱パルス

クリエイト
5
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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)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

(3) 下記の会社の金融機関からの

借入金について保証を行って

おります。

―――――― 　(3) 下記の会社の金融機関からの

　　 借入金について保証を行って

　　 おります。

㈱三田ハウジング 61百万円 ㈱三田ハウジング 61百万円

※３　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。な

お、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会

計期間末残高に含まれております。

※３　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。な

お、当中間会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会

計期間末残高に含まれております。

※３　期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、当期末

日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高

に含まれております。 

受取手形 262百万円

支払手形 8

受取手形 150百万円

支払手形  12 

受取手形 209百万円

支払手形  0 

  ―――――― ※４　手形債権の一部を譲渡し債権　

の流動化を行っております。  

 　　 受取手形流動化による

債権譲渡高　　2,578百万

   なお、受取手形の流動化に伴い、

信用補完の目的により支払留保さ

れている768百万円は、流動資産

「その他」に含めて表示しており

ます。

※４　手形債権の一部を譲渡し債権

の流動化を行っております。  

　   受取手形流動化による

債権譲渡高　 　2,826百万円 

 　    なお、受取手形の流動化に伴い、

信用補完の目的により支払留保さ

れている722百万円は、流動資産

「その他」に含めて表示しており

ます。

※５　消費税等の処理

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※５　消費税等の処理

同左

 

――――――

※６　運転資金の効率的な調達を行う

ため㈱三井住友銀行等７行と貸出

コミットメントライン契約を締結

しており、総額30億円、契約期間

は平成17年12月から平成20年12月

であります。

　当中間会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入

未実行残高等は次のとおりであり

ます。

※６　運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行９行と貸出コミット

メントライン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

コミットメントラインに係る借入

未実行残高等は次のとおりであり

ます。

※６　運転資金の効率的な調達を行う

ため㈱三井住友銀行等６行と貸出

コミットメントライン契約を締結

しており、総額30億円、契約期間

は平成17年12月から平成21年12月

であります。

　当事業年度末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未

実行残高等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 ―

差引額 3,000

貸出コミット

メントの総額
16,500百万円

借入実行残高 3,000

差引額 13,500

貸出コミット

メントの総額
3,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,000
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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　当社の売上高は、通常の営業の形

態として、上半期に比べ下半期に

完成する工事の割合が大きいため、

事業年度の上半期の売上高と下半

期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。

　当中間期末に至る一年間の売上

高は、次のとおりであります。

１　　　　　同左

――――――

前事業年度下半期38,604百万円

当中間会計期間 25,079

合計 63,683

前事業年度下半期 40,302百万円

当中間会計期間 20,266

合計 60,568

 

２　減価償却実施額 ２　減価償却実施額 ２　減価償却実施額

有形固定資産 253百万円

無形固定資産 33

有形固定資産 278百万円

無形固定資産 69 

有形固定資産 510百万円

無形固定資産 41

 ―――――― ※３　減損損失

 　 当社は、管理会計上の区分を基

準に、工事用資産は支店単位、工

場資産は工場単位、賃貸用資産は

物件単位にグルーピングを行って

おります。

  これらの資産グループのうち、

公共事業の価格競争激化に起因し

収益性が悪化した資産グループに

ついて帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しておりま

す。

　減損損失の内容は、建物が10百

万円、機械装置が41百万円、土地

が200百万円、その他が17百万円で

あります。

用途 場所 種類 減損損失

 工事用

資産

宮城県　

加美町等 

土地・機

械装置等
171

工場

資産

新潟県

 新潟市 

土地・建

物等 
 99

 　  なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却価額を使用し、

土地の評価額については主として

不動産鑑定評価基準により、また、

建物等の減価償却資産については、

コストアプローチによる見積金額

によっております。

 ――――――
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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）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 1,554 0 － 1,554

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　90株

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）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 1,555 0 － 1,555

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　 125株

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 1,554 0 － 1,555

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　 309株
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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

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

(借主側) (借主側) (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

その他の有
形固定資産

84 72 12

合計 84 72 12

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

その他の有
形固定資産

163 23 139

合計 163 23 139

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

その他の有
形固定資産

35 26 9

合計 35 26 9

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 10百万円

１年超 3

合計 14

１年内 31百万円

１年超 110

合計 141

１年内 5百万円

１年超 5

合計 10

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 10百万円

減価償却費

相当額
9

支払利息相当額 0

支払リース料 17百万円

減価償却費

相当額
15

支払利息相当額 1

支払リース料 9百万円

減価償却費

相当額
8

支払利息相当額 0

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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）

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 935.92円

１株当たり中間純損失 17.32円

１株当たり純資産額 796.41円

１株当たり中間純損失 77.98円

１株当たり純資産額 889.19円

１株当たり当期純損失 52.72円

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

　潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益については、

１株当たり中間純

損失であり、また、

潜在株式がないた

め、記載しており

ません。

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益

　同左 潜在株式調整後

１株当たり

当期純利益

　潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益については、

１株当たり当期純

損失であり、また、

潜在株式がないた

め記載しておりま

せん。

　（注）１株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、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)

１株当たり中間(当期)純損失     

中間(当期)純損失 (百万円) 456 2,057 1,391

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)

純損失
(百万円) 456 2,057 1,391

普通株式の期中平均株式数(千株) 26,385 26,384 26,385

（重要な後発事象）

 

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)

　――――――  （重要な合併） 

     当社は、平成19年１月26日開催の

取締役会において決議の上、株式會

社白石（以下、「白石」といいま

す。）との間で、平成19年10月１日

を効力発生日とする合併契約書を締

結し、平成19年６月28日開催の白石

の株主総会及び同日開催の当社の株

主総会で承認され、平成19年10月１

日に合併いたしました。

 １．被取得企業の名称及び事業の内容

 　被取得企業の名称：株式會社白石

  事業の内容：橋梁下部工工事、一般

土木工事の施工等

　――――――
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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
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 ２．企業結合を行う主な理由 

  　 合併により受注の拡大、利益率の

改善及び経費の削減を図ることで企

業価値を高める等を目的としており

ます。

 ３．企業結合日

     平成19年10月１日

 ４．企業結合の法的形式

     当社を合併存続会社、白石を合併

　　 消滅会社とする吸収合併

 ５．結合後企業の名称 

     オリエンタル白石株式会社

 ６．取得の対価として交付した株式の

種類、交換比率及びその算定方

法

　白石の普通株式１株に対し、当

社の普通株式0.3株を割当交付い

たしました。ただし、白石が所有

する白石の普通株式については割

当交付を行っておりません。なお、

合併に用いられる本割当て比率の

協議を行うに際しては、両社はそ

れぞれ第三者算定機関に割当て比

率の算定を依頼し、当社は大和証

券エスエムビーシー㈱より、白石

は㈱みずほ銀行より、「合併比率

算定書」を受領しております。

 ７．合併により交付した株式数

 　　当社自己株式による交付

　　　　　　　　　　　1,554,900株

   　新株式発行による交付

                      5,254,920株

 ８．被取得企業の取得原価及びその内

　　 訳

　 ・被取得企業の取得原価

　　　　　　　　　　   2,868百万円

 　・取得原価の内訳

   　取得の対価として交付した株式の

   　価額   　        2,748百万円  

　　 取得に直接要した費用の額

　　　　　　 　　       120百万円
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