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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６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 ％

20年６月中間期 13,926 △14.6 393 △30.9 449 △35.1 △258 －

19年６月中間期 16,307 15.6 569 97.1 692 77.4 365 45.6

19年12月期 27,208 － 121 － 293 － △304 －

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

20年６月中間期 △44 72 － －

19年６月中間期 61 23 － －

19年12月期 △51 75 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12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

20年６月中間期 19,199 4,815 25.1 832 07

19年６月中間期 23,899 5,929 24.8 1,024 66

19年12月期 19,531 4,832 24.7 835 01

（参考）自己資本 20年６月中間期 4,815百万円 19年６月中間期 5,929百万円 19年12月期 4,832百万円

(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

20年６月中間期 1,630 △40 △149 2,696

19年６月中間期 4,535 699 △1,645 5,193

19年12月期 1,031 314 △1,693 1,256

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12月期 － 20 00 － 20 00 40 00

20年12月期（実績） － 20 00 － －
40 00

20年12月期（予想） － － － 20 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 25,000 △8.1 660 445.0 740 152.4 400 － 69 12
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年６月中間期 6,640,000株 19年６月中間期 6,640,000株 19年12月期 6,640,000株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 853,070株 19年６月中間期 852,970株 19年12月期 852,970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、34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20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６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 ％

20年６月中間期 12,850 △16.0 397 △39.2 509 △36.6 △122 －

19年６月中間期 15,301 14.9 653 90.2 803 67.7 519 46.3

19年12月期 25,399 － 250 － 443 － △986 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △21 22

19年６月中間期 87 08

19年12月期 △167 83

(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

20年６月中間期 18,011 4,559 25.3 787 86

19年６月中間期 23,335 6,356 27.2 1,098 39

19年12月期 18,120 4,438 24.5 767 05

（参考）自己資本 20年６月中間期 4,559百万円 19年６月中間期 6,356百万円 19年12月期 4,438百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 23,000 △9.4 600 139.1 700 57.7 390 － 67 39

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成

したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析③当期の見通し」

をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の経営成績 

  当中間期（平成20年1月1日～平成20年6月30日）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発し

た各種市場の変動に加え、原材料価格の高騰を要因とした商品価格の上昇等から消費が伸び悩み、実体経済において

も減速感が見られました。当社を取り巻く環境装置機械業界においても、官需・民需ともに予算の縮減や競争の激化

などから厳しい状況で推移しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、①ボエフ脱臭剤及びEKOフィルターを中心とした「消耗品・消耗剤」

の拡販により利益率の向上及び安定収益の確保に努める。②韓国からの輸入商材であるKターボブロワを中心とした

「省エネ関連機器」の拡販を行う。③従来の排水処理分野のみならず、需要が拡大している用水処理分野における研

究開発、製品の拡販に努める。④機械や装置の単品売りにとどまらず、オペレーション＆メンテナンスまで事業領域

を拡大し、安定収益に結びつける。⑤国内・海外を問わず、他社との共同研究や製品導入を積極的に行う、などを注

力課題として取り組んでおります。

　これらの活動の結果、当中間期の受注高は114億52百万円（前年同期比19.9％増）、売上高は139億26百万円（前年

同期比14.6％減）、営業利益は3億93百万円（前年同期比30.9％減）、経常利益は4億49百万円（前年同期比35.1％減）

となりました。また、中間純損失は、保有有価証券の一部について6億94百万円の評価損を特別損失として計上したこ

とから2億58百万円（前年同期 純利益365百万円）となりました。　

 （受注状況）                                                                            （単位:百万円）
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

環境関連 2,124 2,305 2,579 2,675 5,657 2,866

水処理関連 1,727 3,544 2,779 4,160 7,916 7,100

風水力冷熱機器等関連 5,702 3,602 6,093 4,114 10,854 3,457

合計 9,554 9,451 11,452 10,950 24,427 13,424

　 （販売状況）                                                                             （単位:百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

環境関連 5,394 33.1 2,770 19.9 8,366 30.8

水処理関連 5,160 31.6 5,718 41.1 7,793 28.6

風水力冷熱機器等関連 5,752 35.3 5,437 39.0 11,048 40.6

合計 16,307 100.0 13,926 100.0 27,208 100.0

　

②当中間期のセグメント別の概況

a)環境関連　

  環境関連製品の製造・販売を手掛ける当セグメントは、浄水場における高度処理などに使用される「オゾンモニター」

や物品の運送時に緩衝材として使用される「バイオマス・プラスチック」などの販売が比較的堅調に推移したものの、

下水処理場向けの脱臭剤として使用される「ボエフ」や機能性素材「アスタキサンチン」の販売が伸び悩みました。売

上高が大きく減少しているのは前年同期に約20億円の大型物件が完工したことが影響しています。

　これらの結果、当セグメントの受注高は25億79百万円（前年同期比21.4％増）、売上高は27億70百万円（前年同期比

48.6％減）となりました。

b)水処理関連

  上・下水道向けの設計・施工を手掛ける当セグメントは、公共予算の縮減を受け、引き続き厳しい事業環境におかれ

ているものの、地方中小都市への地域密着営業の強化、利益率の高い中・小型物件の獲得、積算部門の強化などに注力

し、案件確保に努めました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は27億79百万円（前年同期比60.9％増）、売上高は57億18百万円（前年同期比

10.8％増）となりました。
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c)風水力冷熱機器等関連

  主にポンプ、ボイラー、省エネ空調機器などを商社として販売する当セグメントは、省エネ効率の高い「Kターボブロ

ワ」の販売に関しては民間工場を中心に堅調に推移したものの、オフィスビルや商業施設向けのポンプやボイラーにつ

いては、建築基準法の改正による着工遅れなどの影響もあり販売が伸び悩みました。

　これらの結果、当セグメントの受注高は60億93百万円（前年同期比6.9％増）となり、売上高は54億37百万円（前年同

期比5.5％減）となりました。

③当期の見通し

　平成20年12月期の業績見通しにつきましては、当中間期において保有有価証券の一部について6億94百万円の評価損を

計上しましたが、現時点においては、平成20年2月7日発表の業績予想値から変更しておりません。原油・原材料価格の

高騰やサブプライムローン問題が未だ終息を迎えていないことなどから国内経済は不安定要因をかかえたまま推移して

おり、今後の株式市場の動向等によっては、これらの保有株式が平成20年12月期通期の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は191億99百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億32百万円減少しました。

主な要因は、現金及び預金の13億57百万円の増加、受取手形及び売掛金の18億11百万円の減少、短期貸付金の増加等

に伴う流動資産その他の4億37百万円の増加、その他有価証券評価差額金の減少に伴う繰延税金資産（固定資産）の3

億20百万円の減少等であります。

　負債は143億84百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億14百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び

買掛金4億12百万円の増加、前受金4億4百万円の減少、役員退職慰労引当金99百万円の減少等であります。

　純資産は48億15百万円となり、前連結会計期年度末と比較して17百万円減少しました。主な要因は、剰余金1億15百

万円の配当及び中間純損失2億58百万円の計上による利益剰余金3億74百万円の減少、その他有価証券評価差額金3億59

百万円の増加等であります。なお、自己資本比率は25.1％となり、前連結会計年度と比較して0.4ポイント増加してお

ります。

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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、26億96百万円となり前連結会計年

度末に比べ14億39百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

a)営業活動によるキャッシュ・フロー　

　営業活動の結果得られた資金は16億30百万円となりました（前中間連結会計期間に比べ29億5百万円の減少）。主な

要因は、税金等調整前中間純損失2億67百万円の計上、売上債権18億12百万円の減少、仕入債務4億12百万円の増加、

前受金4億4百万円の減少、投資有価証券評価損6億94百万円の計上等であります。

b)投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は40百万円となりました（前中間連結会計期間は6億99百万の獲得）。主な要因は、投

資有価証券の売却による収入3億25百万円、投資有価証券の取得による支出3億56百万円等であります。

c)財務活動によるキャッシュ・フロー

  財務活動により使用した資金は1億49百万円となりました（前中間連結会計期間に比べ14億95百万円の減少）。主な

要因は、短期借入金の返済20百万円、配当金の支払1億15百万円等であります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりであります。
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平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期
平成20年
12月期

中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 38.0 33.7 30.7 34.2 32.8 30.4 24.8 24.7 25.1

時価ベースの自己資

本比率（％）
52.0 47.7 52.0 77.4 59.9 48.9 48.0 43.0 37.5

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

（年）

－ － 0.8 3.9 2.8 － 0.4 1.8 1.1

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ

（倍）

－ － 266.7 27.7 66.6 － 255.6 34.3 94.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．各指標は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。

      ２．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。

      ３．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。

      ４．平成16年12月期中間・期末及び平成18年12月期期末は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであ

　　　　　るため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりませ

　　　　　ん。

　　　５．平成16年12月期に決算期を３月から12月に変更し、平成16年12月期は９か月の変則決算となっています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　利益配分については、株主の皆様に対して安定的配当を継続して実施することを経営の重要課題としております。

さらに内部留保にも意を用い研究開発、設備投資に備えるなどして、業績の向上と財務体質の強化に努めることを

基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当

の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当中間期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり普通配当20円を実施することを決定いたしまし

た。

　当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に

定めております。

　なお、当中間期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成20年８月７日取締役会 115 20.00

(4）事業等のリスク

　以下においては、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。また、必ずしも上記のようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、

重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しておりま

す。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した

うえで行われる必要があります。なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものでは

ありませんので、この点ご留意下さい。

　なお、以下の事項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、本書提出日（平成20年８月７日）
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現在において当社グループが判断したものであります。

①官公庁への依存について　

　当社グループは、受注高及び売上高の官公庁依存度が高い水準になっており、公共投資予算の抑制や公共工

事コストの縮減策によって、当社グループの受注状況及び損益が影響を受ける可能性があります。

　当社グループでは、オゾン・脱臭・水処理・資源再利用などの「環境関連」分野における技術開発力及び新

製品開発力の強化により積極的な民需の開拓を行い、安定した受注及び収益の向上に努める方針であります。

②市場環境について

　当社グループでは、市場環境の変化に対応すべく製品開発力を強化しておりますが、民間設備投資の動向、新規

参入業者の増加等による価格競争激化、原材料価格の変動など急激な市場環境の変化は、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

③業績の季節的変動について

　「①　官公庁への依存度について」で記載のとおり官公庁依存度が高いことから、売上高が上期(２月及び３

月)に集中する季節的変動があります。 

④㈱荏原製作所及び同社の関係会社との取引関係について

　当社グループは、㈱荏原製作所及び同社の関係会社（以下荏原グループという。）と販売代理店契約を締結して

荏原グループ製品の仕入・販売を行うとともに、環境関連装置、水処理施設など各種プラント類の施工では荏原グ

ループから機器材料を調達するなど継続的な事業上の関係があります。　

　荏原グループとの取引関係は、今後も安定的に推移するものと判断しておりますが、荏原グループとの代理店基

本契約等が延長されなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤製造について

　当社は、自社の生産設備を保有しない、いわゆるファブレス企業であり、環境関連製品の製造を外部委託してお

ります。当社では、約70社にわたる製造委託先を保有していること、また、製品製造に必要な技術及びデータはす

べて当社が管理しているため、特定の製造委託先への製造委託が不可能になった場合でも、短期間で代替の製造委

託先を選定し製品供給を再開することができると認識しております。

　生産設備を保有しないことで経営資源を研究開発に集中させることができますが、一方で、十分な製造委託先の

確保が出来ない場合などには、製品の供給が受けられなくなる可能性があります。かかる場合には、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

⑥海外事業展開におけるカントリーリスクについて

　当社グループの昆明白鴎微藻技術有限公司は、中華人民共和国雲南省において生産活動を行っております。当該

国において政治、経済等の状況の変化、自然災害等何らかの要因により生産活動が困難になった場合、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

⑦環境法規制について

  当社グループは、環境法規制の強化に対応した製品の開発に経営資源を集中させており、食品リサイクル法をは

じめとした数々の環境法規制の強化は、当社グループの成長要因のひとつとなっております。

　しかしながら、環境法規制の強化に対応した魅力ある製品を開発できない場合には、将来の成長性を低下させ、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑧法的規制について

  当社グループは、建設業法、製造物責任法、計量法、産廃物の処理及び清掃に関する法律、高圧ガス保安法、毒

物及び劇物取締法等さまざまな法規制の適用を受けております。

　当社グループでは法令遵守の徹底を図っておりますが、法律・規制等が強化された場合、または予期し得ない法

律・規則等の導入・改正等があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑨工事損失について

　当社グループは、顧客の要望に応えるよう品質、機能、安全性、納期等に万全を期していますが、販売した製品

及び設計・施工したプラント類の不具合や納期遅延等により、追加工事・追加費用の発生、顧客への補償等費用負

担の発生、さらには顧客等に損害を与え損害賠償請求等の訴訟や係争が生じる可能性があります。これらが生じた

場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社の㈱エバジツ、イージェイ㈱、バイオジェニック

㈱、昆明白鴎微藻技術有限公司により構成され、環境関連機器・装置の製造・販売、水処理施設などの各種プラン

ト類の設計・施工、風水力冷熱機器などの仕入・販売を主な内容として事業活動を展開しております。また、㈱荏

原製作所及び同社の関係会社（以下荏原グループという。）とは、販売代理店契約を締結して風水力冷熱機器など

同社製品の仕入・販売を行うとともに、水処理施設など各種プラント類の施工では荏原グループから機器材料を調

達するなど継続的な事業上の関係があります。　

  主な事業内容と当社及び子会社の位置付けは、次のとおりであります。

  環境関連…………………オゾン濃度計、オゾン応用機器、脱臭装置、栽培漁業関連装置、廃棄物処理装置など

当社が自社開発した製品を当社の設計・生産管理に基づき特定の協力会社に生産委託

し、販売しております。なお、イージェイ㈱は、生分解性プラスチック緩衝材等の製

造・販売を行っております。また、バイオジェニック㈱及び昆明白鴎微藻技術有限公

司は、微細藻類の培養による有用物質（アスタキサンチン）の製造・販売を行ってお

ります。

　水処理関連………………当社が官公庁など得意先から直接受注し、荏原グループなどの機器材料によって設

計・施工しております。なお、施工にあたっては、専門工事会社に外注委託しており

ます。

  風水力冷熱機器等関連…当社が得意先から直接受注し、荏原グループから調達した機器材料などを使用して設

計・施工並びに商品販売を行っております。また、㈱エバジツは主に冷熱機器の販売、

施工及び保守工事を行っております。

  以上、当社グループについて、事業の種類別セグメントとの関連を含めた事業系統図を示すと、次のとおりであ

ります。

 

 

得 意 先 

当 社 

環境関連 水処理関連 
風水力冷熱
機器等関連 

（ 連 結 子 会 社 ） 
株式会社エバジツ 

 
風水力冷熱機器等関連 

（ 連 結 子 会 社 ） 
イージェイ株式会社 

 
環境関連 

 
生分解性プラスチック
緩衝材等の製造及び販
売 

（ 連 結 子 会 社 ） 
バイオジェニック株式会社 

 
環境関連 

 
微細藻類の培養に関す
る研究開発・製造及び
販売 

（ 連 結 子 会 社 ） 
昆明白鴎微藻技術有限公司 

 
環境関連 

 
微細藻類の培養に関す
る研究開発・製造及び
販売 

（仕 入 先） 
荏原グループ等 

（外 注 先） 
生産協力会社 
専門工事会社 

製
品
及
び
工
事 

商

品 
販

売 

施
工
・
保
守 

製

品 

製

品 

製

品 

商

品 

商

品 

機
器
材
料 

施
工
委
託 

施
工
委
託 

生
産
委
託 

外
注 

商
品 

当社グループ 
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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、環境関連機器及び同関連システムのメーカーとして「豊かな人間環境の創造を目指して社会に貢

献する」という経営理念の下で、社会のニーズに合った製品の開発と製造販売を通じて継続的に事業拡大を図り、業

績の向上と企業価値を高めることを基本方針としております。

(2）中期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

  当社グループは、株主資本の効率化を最優先課題に掲げ「ＲＯＥ（連結ベースの株主資本当期純利益率）10％以上」

を達成するため、次のとおり中期的戦略として取り組んでまいります。

①研究開発型のファブレス企業という優位性をさらに強化する。

②付加価値の高い「メーカー事業」（自社環境関連製品）の売上総利益の構成比率を50％以上に拡大させる。

③国際的な競争力を持つ新規事業を早期に立ち上げるべく、新製品の開発と新事業の育成（アライアンスを含む）に

　注力する。

(3）会社の対処すべき課題

　混迷を続ける厳しい経営環境の下で、社会的使命として環境保全に貢献することはもちろん、利益成長により企業

価値（株主価値）を高めることを目的とし、以下の課題に取り組んでまいります。

①内部統制システムをより一層充実させるとともに、リスク管理体制の強化を図る。

②予算の縮減などから競争の激化が見られる官需ビジネスについて、体制を含めた再構築を早急に行う。

③製品・事業の選択と集中を進め、収益性の向上を目指す。

④新製品の開発及び新事業の創出に力を入れ、成長の牽引役となるビジネスへと育成する。

⑤子会社バイオジェニック㈱の手掛ける機能性素材事業について早期黒字化を目指す。
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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19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６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12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．現金及び預金  5,258 2,781 △2,477 1,423

２．受取手形及び
　　売掛金

※４ 7,465 5,802 △1,663 7,614

３．たな卸資産 2,749 2,562 △186 2,658

４．繰延税金資産 244 302 57 181

５．その他 ※５ 199 587 388 150

貸倒引当金 △2 △2 0 △2

流動資産合計 15,914 66.6 12,034 62.7 △3,880 12,026 61.6

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※２ 1,924 1,734 1,732

減価償却累計額 982 942 1,038 696 △245 1,018 714

(2)機械装置及び
   運搬具

209 118 108

減価償却累計額 72 136 85 33 △103 82 25

(3)工具器具備品 350 347 346

減価償却累計額 259 91 296 50 △40 287 59

(4)土地 ※２ 811 1,004 193 1,004

(5)その他  5 － △5 0

有形固定資産合計 1,986 8.3 1,784 9.3 △201 1,804 9.2

２.無形固定資産 30 0.1 23 0.1 △6 25 0.1

３.投資その他の資産

 (1)投資有価証券 ※２ 2,054 1,406 △647 1,496

 (2)保険積立金 1,739 1,923 183 1,812

 (3)賃貸用不動産 ※1,2 817 798 △18 809

 (4)繰延税金資産 671 523 △147 844

 (5)その他 753 760 6 774

貸倒引当金 △68 △56 12 △60

投資その他の資産
合計

5,967 25.0 5,357 27.9 △610 5,676 29.1

固定資産合計 7,984 33.4 7,165 37.3 △818 7,505 38.4

資産合計 23,899 100.0 19,199 100.0 △4,699 19,531 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６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12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．支払手形及び
    買掛金

※2,4 11,313 8,702 △2,611 8,289

２．短期借入金 ※２ 1,574 1,772 198 1,604

３．未払法人税等 331 38 △293 78

４．未払消費税等 ※５ 102 49 △53 124

５．前受金 2,296 1,866 △429 2,269

６．賞与引当金 145 127 △18 117

７．工事損失引当金 336 235 △100 242

８．その他 ※４ 456 459 2 532

 流動負債合計 16,557 69.3 13,251 69.0 △3,306 13,259 67.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 214 50 △164 252

２．退職給付引当金 540 509 △30 518

３．役員退職慰労
　　引当金

580 500 △80 599

４．その他 75 73 △2 69

 固定負債合計 1,411 5.9 1,133 5.9 △278 1,440 7.4

 負債合計 17,969 75.2 14,384 74.9 △3,584 14,699 75.3

 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  957 4.0 957 5.0 － 957 4.9

２．資本剰余金  787 3.3 787 4.1 － 787 4.0

３．利益剰余金  5,628 23.6 4,468 23.3 △1,159 4,843 24.7

４．自己株式  △1,376 △5.8 △1,376 △7.2 △0 △1,376 △7.0

株主資本合計  5,996 25.1 4,837 25.2 △1,159 5,211 26.6

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
    評価差額金

 △141 △0.6 △79 △0.4 61 △438 △2.2

２．為替換算調整勘定  73 0.3 57 0.3 △16 58 0.3

評価・換算差額等
合計

 △67 △0.3 △22 △0.1 45 △379 △1.9

Ⅲ　少数株主持分  0 0.0 － － △0 － －

純資産合計  5,929 24.8 4,815 25.1 △1,114 4,832 24.7

負債純資産合計  23,899 100.0 19,199 100.0 △4,699 19,531 100.0
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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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６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19年１月１日
　至　平成19年12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 ※１

１．製品及び
    工事売上高

11,872 10,141 19,117

２．商品売上高 4,434 16,307 100.0 3,784 13,926 100.0 △2,381 8,090 27,208 100.0

Ⅱ　売上原価

１．製品及び
    工事売上原価

9,551 7,986 15,405

２．商品売上原価 3,795 13,347 81.8 3,200 11,187 80.3 △2,160 6,878 22,283 81.9

売上総利益

１．製品及び
    工事売上総利益

2,321 2,155 3,711

２．商品売上総利益 639 2,960 18.2 583 2,739 19.7 △221 1,212 4,924 18.1

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

※２ 2,391 14.7 2,345 16.9 △45 4,803 17.7

営業利益 569 3.5 393 2.8 △175 121 0.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6 6 6

２．受取配当金 21 18 30

３．有価証券利息 － 1 1

４．不動産賃貸収入 50 50 98

５．投資有価証券
　　売却益

79 18 107

６．その他 14 172 1.0 9 104 0.7 △67 21 266 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16 17 29

２．不動産賃貸費用 25 24 47

３．貸倒引当金
　　繰入額

－ 5 －

４．保険解約損 － － 11

５．その他 7 49 0.3 1 48 0.3 △0 5 94 0.3

経常利益 692 4.2 449 3.2 △243 293 1.1
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６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19年１月１日
　至　平成19年12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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券
    売却益

24 12 30

２．保険金収入 21 － 21

３．会員権売却益 2 － 3

４．貸倒引当金戻入益 0 48 0.3 － 12 0.1 △36 0 56 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 ※３ 0 0 1

２．減損損失 ※４ － 33 321

３．投資有価証券
    評価損

13 694 35

４．会員権売却損  － 14 0.1 － 728 5.2 714 0 359 1.3

税金等調整前
中間純利益又は
税金等調整前
中間(当期)
純損失(△)

726 4.4 △267 △1.9 △993 △9 △0.0

法人税、住民税
及び事業税

343 38 182

法人税等調整額 21 364 2.2 △46 △8 △0.1 △373 115 297 1.1

少数株主損失 3 0.0 － － △3 3 0.0

中間純利益又は
中間(当期)
純損失(△)

365 2.2 △258 △1.8 △624 △304 △1.1
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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19年１月１日　至　平成19年６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12月31日　残高（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △126 － △126

中間純利益 － － 365 － 365

自己株式の取得 － － － △948 △948

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）
－ － 238 △948 △710

平成19年６月30日　残高（百万円） 957 787 5,628 △1,376 5,996

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
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12月31日　残高（百万円） △279 52 △226 3 6,483

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △126

中間純利益 － － － － 365

自己株式の取得 － － － － △948

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）
138 21 159 △3 156

中間連結会計期間中の変動額合計

 （百万円）
138 21 159 △3 △553

平成19年６月30日　残高（百万円） △141 73 △67 0 5,929
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   当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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12月31日　残高（百万円） 957 787 4,843 △1,376 5,211

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △115 － △115

中間純損失 － － △258 － △258

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）
－ － △374 △0 △374

平成20年６月30日　残高（百万円） 957 787 4,468 △1,376 4,837

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
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12月31日　残高（百万円） △438 58 △379 － 4,832

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △115

中間純損失 － － － － △258

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）
359 △1 357 － 357

中間連結会計期間中の変動額合計

 （百万円）
359 △1 357 － △17

平成20年６月30日　残高（百万円） △79 57 △22 － 4,815
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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19年１月１日　至　平成19年12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12月31日　残高（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △242 － △242

当期純損失 － － △304 － △304

自己株式の取得 － － － △948 △948

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）
－ － △546 △948 △1,495

平成19年12月31日　残高（百万円） 957 787 4,843 △1,376 5,211

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
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12月31日　残高（百万円） △279 52 △226 3 6,483

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △242

当期純損失 － － － － △304

自己株式の取得 － － － － △948

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△158 5 △152 △3 △155

連結会計年度中の変動額合計

 （百万円）
△158 5 △152 △3 △1,651

平成19年12月31日　残高（百万円） △438 58 △379 － 4,832
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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19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６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19年１月１日
　至 平成19年12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

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間(当期)純損失(△)

726 △267 △993 △9

減価償却費 108 55 △53 213

減損損失 － 33 33 321

貸倒引当金の増減額（減少：△） △1 △3 △2 △10

賞与引当金の増減額（減少：△） △0 9 9 △28

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△21 △8 13 △44

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

6 △99 △106 25

工事損失引当金の増減額
（減少：△）

△64 △6 58 △158

受取利息及び受取配当金 △28 △24 4 △37

投資有価証券売却益 △103 △30 72 △137

保険金収入 △21 － 21 △21

会員権売却益 △2 － 2 △3

支払利息 16 17 0 29

固定資産処分損 0 0 △0 1

投資有価証券評価損 13 694 680 35

売上債権の増減額（増加：△） △70 1,812 1,882 △218

たな卸資産の増減額（増加：△） 391 95 △295 481

仕入債務の増減額（減少：△） 3,740 412 △3,327 716

前受金の増減額（減少：△） △299 △404 △105 △326

未収消費税等及び
未払消費税等の増減額（減少：△）

157 △70 △228 178

その他 44 △526 △570 192

小計 4,594 1,688 △2,905 1,200

利息及び配当金の受取額 28 23 △5 36

利息の支払額 △17 △17 0 △30

法人税等の支払額 △68 △64 4 △175

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,535 1,630 △2,905 1,031
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前中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
　至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年６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19年１月１日
　至 平成19年12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

定期預金の預入による支出 － △20 △20 －

拘束性預金の増減額（増加：△） 81 103 21 △21

有形固定資産の取得による支出 △27 △44 △17 △268

無形固定資産の取得による支出 △1 － 1 △1

投資有価証券の取得による支出 △864 △356 507 △1,297

投資有価証券の売却による収入 1,512 325 △1,186 2,014

保険金の受取による収入 32 － △32 32

その他 △33 △47 △14 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー 699 △40 △740 314

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（減少：△） △558 △20 538 △528

長期借入金による収入 － － － 50

長期借入金の返済による支出 △12 △14 △2 △24

自己株式の取得による支出 △948 △0 948 △948

配当金の支払額 △126 △115 11 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,645 △149 1,495 △1,693

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 △0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
  （減少：△）

3,590 1,439 △2,150 △347

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,603 1,256 △347 1,603

Ⅶ 現金及び現金同等物の
　 中間期末(期末)残高

※１ 5,193 2,696 △2,497 1,256
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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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ４社

会社名 ㈱エバジツ

バイオジェニック㈱

イージェイ㈱

昆明白鴎微藻技術有限公司

　なお、非連結子会社はありません。

同左 同左

２．持分法の適用に関する

　事項

　持分法適用会社はありません。

　なお、関連会社はありません。

同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

　(決算日)等に関する事項

　すべての連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と同一であります。

同左 　すべての連結子会社の決算日は連

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 その他有価証券

　時価のあるもの

その他有価証券

　時価のあるもの

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）

同左 　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）

　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 商品

　個別法による原価法

製品

  主として個別法による原価法

原材料

　主として月次総平均法による

　原価法

仕掛工事・仕掛品

　主として個別法による原価法

商品

同左

製品

同左

原材料

同左

 

仕掛工事・仕掛品

同左

商品

同左

製品

同左

原材料

同左

 

仕掛工事・仕掛品

同左

荏原実業㈱(6328)　平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12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・

　賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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、以下のと

おりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ３年～12年

工具器具備品 ３年～20年

賃貸用不動産　　

（建物及び構築物）

15年～50年

　定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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、以下のと

おりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ３年～12年

工具器具備品 ３年～20年

賃貸用不動産　　

（建物及び構築物）

３年～50年

同左

②無形固定資産 　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は、特許権８

年、のれん５年であります。また、

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）

を償却年数としております。

同左 同左

(3) 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。

同左 同左

②賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に備え

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。

同左 　従業員に対する賞与の支給に備え

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工事損失引当金 　受注工事の損失に備えるため、当

中間連結会計期間末における手持工

事のうち、損失の発生が見込まれ、

かつ金額を合理的に見積もることの

できる工事について、損失見積額を

計上しております。

同左 　受注工事の損失に備えるため、連

結会計年度末における手持工事のう

ち、損失の発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積もることのできる

工事について、損失見積額を計上し

ております。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

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。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度における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）による定額法により按分した額

をそれぞれの発生の翌連結会計年度

から損益処理することとしておりま

す。

　過去勤務債務は、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）による定額法により按分

した額を発生した連結会計年度から

損益処理しております。

同左 　従業員の退職給付に備えるため、

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度における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）による定額法により按分した額

をそれぞれの発生の翌連結会計年度

から損益処理することとしておりま

す。

　過去勤務債務は、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）による定額法により按分

した額を発生した連結会計年度から

損益処理しております。

⑤役員退職慰労引当金 　役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しております。

同左 　役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

(4) 工事収益の計上基準 　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当中間連結会計期間にお

ける工事進行基準による売上高は

200百万円であります。

　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当中間連結会計期間にお

ける工事進行基準による売上高は

407百万円であります。

　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当連結会計年度における工

事進行基準による売上高は1,060百

万円であります。

(5) 重要な外貨建の資産

　　又は負債の本邦通貨

　　への換算の基準 

  在外連結子会社の資産及び負債は、

中間連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上しており

ます。

同左   在外連結子会社の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上しております。

(6) 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

(7) その他中間連結(連結)

財務諸表作成のための

重要な事項

　消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左 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

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却

 の方法）

　当中間連結会計期間より法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産及び賃貸用不動産

については、改正後の法人税法に規定する減

価償却方法により減価償却費を計上しており

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は、当

該箇所に記載しております。

――――――――――  　  (有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却

 の方法）

　当連結会計年度より法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日　政令

第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産及び賃貸用不動産につい

ては、改正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上しております。

これによる損益及びセグメント情報に与える

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は、当

該箇所に記載しております。
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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19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額

650百万円 674百万円 662百万円

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

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

建物及び構築物 237百万円

土地 474

投資有価証券 287

賃貸用不動産 378

計 1,377百万円

建物及び構築物 221百万円

土地 474

投資有価証券 166

賃貸用不動産 332

計 1,195百万円

建物及び構築物 231百万円

土地 474

投資有価証券 194

賃貸用不動産 334

計 1,234百万円

(2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務

買掛金 1,166百万円

短期借入金 1,494

長期借入金 14

計 2,674百万円

買掛金 1,059百万円

短期借入金 1,422

計 2,481百万円

買掛金 742百万円

短期借入金 1,254

長期借入金 202

計 2,198百万円

　３．偶発債務 

　受取手形裏書譲渡高     　  149百万円

　３．偶発債務 

　受取手形裏書譲渡高     　  110百万円

　３．偶発債務 

　受取手形裏書譲渡高     　   49百万円

※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

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は金融機

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。

　受取手形　　　 　      　  215百万円

　支払手形　　　　　　      　 9百万円

　また、ファクタリング方式により当社グ

ループに対する債権者よりみずほファクター

㈱に譲渡された債権（当社グループの買掛金

及び未払金）の会計処理は、決済日をもって

処理しております。なお、次の中間連結会計

期間末決済買掛金及び未払金が中間連結会計

期間末残高に含まれております。

　買掛金　　　    　　　　　 753百万円

　流動負債その他(未払金)       6百万円 

※４．　　 ―――――――――― ※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は金融機関の休日

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　　　 　       　 116百万円

　支払手形　　　　　　      　10百万円

　また、ファクタリング方式により当社グ

ループに対する債権者よりみずほファクター

㈱に譲渡された債権（当社グループの買掛金

及び未払金）の会計処理は、決済日をもって

処理しているため、次の連結会計年度末決済

買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含

まれております。

　買掛金　　　    　　　　　 434百万円

　流動負債その他(未払金)       3百万円 

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、納税主体ごとに流動資産の「その他」ま

たは未払消費税等として表示しております。

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、未払消費税等として表示しております。

※５．　　 ―――――――――― 
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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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．売上高の季節的変動

　当社グループの売上高は、通常の営業の形

態として、下半期に比べ上半期に完成する工

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。

※１．売上高の季節的変動

同　　左 

※１．　　 ――――――――――

※２．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。

※２．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。

※２．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。

従業員給料手当 703百万円

賞与 96 

賞与引当金繰入額 94

法定福利費 140

退職給付引当金繰入額 46

役員退職慰労引当金繰入額 18

旅費交通費 140

減価償却費 19

研究開発費 316

従業員給料手当 677百万円

賞与 111 

賞与引当金繰入額 98

法定福利費 142

退職給付引当金繰入額 62

役員退職慰労引当金繰入額 19

旅費交通費 138

減価償却費 18

研究開発費 308

貸倒引当金繰入額 0

従業員給料手当 1,404百万円

賞与 290

賞与引当金繰入額 91

法定福利費 284

退職給付引当金繰入額 93

役員退職慰労引当金繰入額 37

旅費交通費 268

減価償却費 41

研究開発費 656

※３．固定資産処分損の内訳は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産処分損の内訳は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産処分損の内訳は、次のとおりで

あります。

工具器具備品 0百万円

計 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0 

計 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0

計 1百万円
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※４．　　 ――――――――――  ※４．減損損失 ※４．減損損失

(１)減損損失を認識した資産グループの概要 (１)減損損失を認識した資産グループの概要

会社 場所 用途 種類 減損損失

 バイオジ

 ェニック

 ㈱

 東京都

 中央区 

 製品製造

 設備

 リース

 資産
9百万円 

 昆明白鴎

 微藻技術

 有限公司

 中華人民

 共和国

 雲南省

 昆明市 

 製品製造

 設備

 機械装置

 及び

 運搬具

11百万円 

 工具器具

 備品
2百万円 

 有形固定 

 資産　 

 その他

10百万円 

 計 33百万円 

会社 場所 用途 種類 減損損失

 バイオジ

 ェニック

 ㈱

 東京都

 中央区 

 製品製造

 設備

 機械装置

 及び

 運搬具

7百万円 

 工具器具

 備品
1百万円 

 昆明白鴎

 微藻技術

 有限公司

 中華人民

 共和国

 雲南省

 昆明市 

 製品製造

 設備

 建物及び

 構築物
184百万円 

 機械装置

 及び

 運搬具

104百万円 

 工具器具

 備品
16百万円 

 有形固定 

 資産　 

 その他

6百万円 

 無形固定

 資産
0百万円 

 計 321百万円 

(２)資産のグルーピングの概要 (２)資産のグルーピングの概要

同　　左 

  当社グループは、継続的に損益を把握して

いる事業単位ごとに資産をグルーピングして

おりますが、賃貸用資産及び遊休資産につい

ては個々の物件をグルーピングの単位として

おります。

(３)減損損失の認識に至った経緯 (３)減損損失の認識に至った経緯

  当社は、抗酸化物質（アスタキサンチン）

の製造・販売を目的に、平成15年にバイオ

ジェニック㈱を、平成16年に昆明白鴎微藻技

術有限公司(中華人民共和国雲南省昆明市）

を連結子会社として設立しました。

  その後、雲南省昆明市にて生産工場の建設

に着手し、平成17年８月に同工場が竣工、

「アスタキサンチン」の製造を開始し、平成

18年４月より本格的な販売を開始しまし

た。

　しかしながら、当該事業の進捗状況は、当

初計画に対して大幅な遅れが生じているため、

減損損失を認識いたしました。

同　　左 

(４)回収可能価額の算定方法 (４)回収可能価額の算定方法

同　　左 

  回収可能価額については、使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローに基

づく評価額がマイナスであるため、回収可能

価額は零と算定しております。　
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
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 6,640,000 － － 6,640,000

　　　　合計　 6,640,000 － － 6,640,000

自己株式　     

　普通株式　（注） 302,920 550,050 － 852,970

　　合計 302,920 550,050 － 852,970

（注）自己株式（普通株式）の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株及び単元未満株式の買取50株によるものであ

ります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

  １株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

第68期定時株主総会
普通株式 126,741 20.00 平成18年12月31日 平成19年３月28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
配当金の総額
（千円）

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８月９日

取締役会
普通株式 115,740 利益剰余金 20.00 平成19年６月30日 平成19年９月６日
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　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
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 6,640,000 － － 6,640,000

　　　　合計　 6,640,000 － － 6,640,000

自己株式　     

　普通株式　（注） 852,970 100 － 853,070

　　合計 852,970 100 － 853,070

（注）自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買取100株によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

  １株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月25日

第69期定時株主総会
普通株式 115,740 20.00 平成19年12月31日 平成20年３月26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
配当金の総額
（千円）

配当の原資
 １株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月７日

取締役会
普通株式 115,738 利益剰余金 20.00 平成20年６月30日 平成20年９月８日
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　前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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（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 6,640,000 － － 6,640,000

　　　　合計　 6,640,000 － － 6,640,000

自己株式　     

　　　普通株式　（注） 302,920 550,050 － 852,970

　　合計 302,920 550,050 － 852,970

（注）自己株式（普通株式）の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株及び単元未満株式の買取50株によるものであ

ります。

 

 ２．配当に関する事項

 (1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

  １株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

第68期定時株主総会
普通株式 126,741 20.00 平成18年12月31日 平成19年３月28日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 115,740 20.00 平成19年６月30日 平成19年９月６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
（千円）

配当の原資
 １株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月25日

第69期定時株主総会
普通株式 115,740 利益剰余金 20.00 平成19年12月31日 平成20年３月26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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．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

※１．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

※１．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19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 5,258百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△60

別段預金 △3

拘束性預金 △1

現金及び現金同等物 5,193百万円

現金及び預金勘定 2,781百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△80

別段預金 △4

拘束性預金 △0

現金及び現金同等物 2,696百万円

現金及び預金勘定 1,423百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△60

別段預金 △3

拘束性預金 △104

現金及び現金同等物 1,256百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12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

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、減損損失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)

建物及び

構築物
8 5 2

機械装置

及び　　

運搬具

37 15 21

工具器具

備品
167 76 90

その他 12 6 5

合計 225 104 120

取得価

額相当

額(百

万円)

減価償

却累計

額相当

額(百

万円)

減損損

失累計

額相当

額(百

万円)

中間期

末残高

相当額

(百万

円)

建物及び

構築物
8 7 － 0

機械装置

及び　　

運搬具

52 21 － 30

工具器具

備品
151 74 9 67

その他 23 11 － 11

合計 235 114 9 111

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)

建物及び

構築物
8 6 1

機械装置

及び

運搬具

52 20 32

工具器具

備品
147 76 70

 その他 18 8 9

合計 226 111 114

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及び

　　リース資産減損勘定中間期末残高

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 42百万円

１年超 80 

合計 122百万円

１年内 42百万円

１年超 78 

合計 120百万円

リース資産減損勘定

中間期末残高
9百万円

１年内 40百万円

１年超 75 

合計 116百万円

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、リース資産減損勘定の

　　取崩額、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 24百万円

減価償却費相当額 23百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 24百万円

リース資産減損勘定の

取崩額
－百万円

減価償却費相当額 22百万円

支払利息相当額 1百万円

減損損失 9百万円

支払リース料 50百万円

減価償却費相当額 47百万円

支払利息相当額 3百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

同左 同左

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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 2,071 1,827 △244

(2)その他 100 96 △3

合計 2,172 1,924 △248

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を実施し、評価損10百万円を計上しております。

なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、時価が著し

く下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしております。ま

た、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合には、過去の一定期間の時価の推移等を勘案して、

時価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしてお

ります。　　　　　

２．時価評価されていない有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 106

投資事業組合への出資持分 24

　（注）　当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損3百万円を計上してお

ります。
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当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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 1,209 1,083 △125

(2)その他 100 92 △8

合計 1,309 1,176 △133

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を実施し、評価損693百万円を計上しております。

なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、時価が著し

く下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしております。ま

た、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合には、過去の一定期間の時価の推移等を勘案して、

時価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしてお

ります。 

２．時価評価されていない有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)満期保有目的の債券

外国公社債 100

(2)その他有価証券

非上場株式 107

投資事業組合への出資持分 22

　（注）　当中間連結会計期間において、非上場株式につ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。
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前連結会計年度末（平成19年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1)株式 1,937 1,171 △766

(2)その他 100 96 △3

合計 2,037 1,267 △770

　（注）　その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行い、評価損31百万円を計上しております。

　　　　　なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、時価が著し

く下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしております。

また、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合には、過去の一定期間の時価の推移等を勘案し

て、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとし

ております。

２．時価評価されていない有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 205

投資事業組合への出資持分 23

　（注）　当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損4百万円を計上しておりま

す。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)、当中間連結会計期間(自　平成20年１月１

日　至　平成20年６月30日)及び前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)　

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)、当中間連結会計期間(自　平成20年１月１

日　至　平成20年６月30日)及び前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)　

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)、当中間連結会計期間(自　平成20年１月１

日　至　平成20年６月30日)及び前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)　

　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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

環境関連

（百万円）

水処理関連

（百万円）

風水力冷熱

機器等関連

（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 5,394 5,160 5,752 16,307 － 16,307

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 5,394 5,160 5,752 16,307 － 16,307

営業費用 5,431 4,645 5,391 15,468 270 15,738

営業利益又は営業損失（△） △36 515 360 839 △270 569

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

環境関連

（百万円）

水処理関連

（百万円）

風水力冷熱

機器等関連

（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 2,770 5,718 5,437 13,926 － 13,926

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 2,770 5,718 5,437 13,926 － 13,926

営業費用 2,846 5,237 5,147 13,231 301 13,532

営業利益又は営業損失（△） △76 481 289 694 △301 393

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

環境関連

（百万円）

水処理関連

（百万円）

風水力冷熱

機器等関連

（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 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

営業費用 8,840 7,072 10,579 26,493 594 27,087

営業利益又は営業損失（△） △474 720 468 715 △594 121
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（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び工事・商品

事業区分は商品・製品及び工事の類似性及び販売市場別に区分してあります。

事業区分 主要品目

環境関連

オゾン濃度計、オゾン空気殺菌脱臭装置、液相脱臭装置、腐植質脱臭剤、

栽培漁業関連装置、廃棄物・水処理プラント、水景施設浄化装置、　　　　　

栽培漁業施設、水景施設などの計画・設計・施工及び製造・販売、

緩衝材の製造・販売、微細藻類の培養による有用物質の製造・販売

水処理関連
上水道処理施設、下水道処理施設、ポンプ取水場施設、産業用排水処理施設、

水景施設などのプラント類の計画・設計・製作・施工・販売

風水力冷熱機器等関連

ポンプ、送風機、圧縮機、冷凍機、冷却塔、ボイラ、全熱交換機、冷温水機、

パッケージエアコン、工業用薬品などの販売　　　　　　　　　　　　　　　

空調、給排水・衛生、冷凍機、冷却塔などの設備工事

２．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の主なものは管理部門（総務・経理部門など）

に係る費用であります。

前中間連結会計期間　　　270百万円

当中間連結会計期間　　　301百万円

前連結会計年度　　　　　594百万円

３．会計方針の変更

 　　　　　 前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 　　　　　　 当中間連結会計期間より法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第

　　　　　　６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月

　　　　　　１日以降に取得した有形固定資産及び賃貸用不動産については、改正後の法人税法に規定する減価償却方法

　　　　　　により減価償却費を計上しております。これによる営業費用及び営業損益への影響は軽微であります。

 　　　　　 当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 　　　　　　 該当事項はありません。

 　　　　　 前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　　　

　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

及び賃貸用不動産については、改正後の法人税法に規定する減価償却方法により減価償却費を計上しており

ます。これによる営業費用及び営業損益に与える影響は軽微であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成20年

１月１日　至　平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める本邦以外の割合が10％未満であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自　平成20年

１月１日　至　平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,024.66円 １株当たり純資産額 832.07円 １株当たり純資産額 835.01円

１株当たり中間純利益 61.23円 １株当たり中間純損失 44.72円 １株当たり当期純損失　 51.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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

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

については、１株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益又は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19年１月１日 
 至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日 
 至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額

　純資産の部の合計額(百万円） 5,929 4,815 4,832

　純資産の部の合計額から控除する金額　　 

  （百万円）
0 － －

　（うち少数株主持分）   ( 0)   ( -)   ( -) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額　

（百万円）
5,929 4,815 4,832

　１株当たり純資産額の算定に用いられた

　中間期末（期末）の普通株式の数（株）
5,787,030 5,786,930 5,787,030

１株当たり中間純利益又は

１株当たり中間(当期)純損失(△)

　中間純利益又は中間(当期)純損失(△)

　(百万円）
365 △258 △304

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)（百万円）
365 △258 △304

　期中平均株式数（株） 5,966,351 5,786,975 5,875,953
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（重要な後発事象）

　前中間連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　　該当事項はありません。

　当中間連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

　前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　　平成20年１月11日開催の取締役会において、下記のとおり貸付を行う決議をし、実行いたしました。

　(1)貸付先　　　　　　　　イワキ興産㈱

　(2)資本金　　　　　　　　30百万円

　(3)住所　　　　　　　　　東京都中央区

　(4)事業の内容　　　　　　損害保険代理業

　(5)当社議決権の所有割合　3.48％

　(6)当社との関係　　　　　当社前監査役岩城英隆が代表取締役

　(7)貸付金額　　　　　　　315百万円

　(8)返済期限　　　　　　　平成20年12月末

　(9)貸付利率　　　　　　　1.875％(取締役会決議時の短期プライムレート)

　(10)担保の内容　　　　　 当社株式274,000株、その他株式、土地及び建物

　　　　　　　　　　　　　 (取締役会決議時担保充足率103％)

　　                       (平成20年３月13日現在担保充足率101％)
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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19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６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12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．現金及び預金 4,950 2,480 △2,469 1,129

２．受取手形 ※５ 1,990 1,240 △750 1,413

３．売掛金 4,900 4,042 △857 5,700

４．たな卸資産 2,483 2,298 △185 2,289

５．繰延税金資産 231 287 55 158

６．その他 243 578 334 132

　　貸倒引当金 △0 △0 △0 △0

流動資産合計 14,800 63.4 10,928 60.7 △3,872 10,823 59.7

Ⅱ　固定資産  

１.有形固定資産  

 (1)建物 ※２ 1,524 1,526 2 1,526

 (2)工具器具備品 174 195 21 193

 (3)土地 ※２ 806 999 193 999

 (4)その他 62 74 11 70

 (5)減価償却累計額 △1,018 △1,078 △60 △1,047

有形固定資産合計 1,549 6.6 1,717 9.5 167 1,742 9.6

２.無形固定資産 19 0.1 19 0.1 0 18 0.1

３.投資その他の資産  

 (1)投資有価証券 ※２ 2,814 1,554 △1,260 1,642

 (2)保険積立金 1,726 1,905 179 1,796

 (3)長期性預金 500 500 － 500

 (4)賃貸用不動産 ※1,2 615 599 △15 608

 (5)繰延税金資産 638 505 △133 821

 (6)その他 735 932 196 816

　　貸倒引当金 △64 △650 △585 △649

投資その他の資産
合計

6,965 29.9 5,346 29.7 △1,619 5,536 30.6

固定資産合計 8,534 36.6 7,083 39.3 △1,451 7,296 40.3

資産合計 23,335 100.0 18,011 100.0 △5,323 18,120 100.0
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前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６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12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．買掛金 ※2,5 11,011 8,395 △2,615 8,016

２．短期借入金 ※２ 1,210 1,310 100 1,310

３．１年内返済予定の
長期借入金

※２ － 200 200 －

４．未払法人税等 285 4 △280 －

５．前受金 2,287 1,841 △446 2,223

６．賞与引当金 130 110 △19 101

７．工事損失引当金 333 235 △98 239

８．その他 ※5,6 433 381 △52 510

流動負債合計 15,692 67.3 12,480 69.3 △3,212 12,400 68.4

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※２ 200 － △200 200

２．退職給付引当金 500 475 △25 481

３．役員退職慰労
　　引当金

547 459 △88 562

４．その他 37 37 0 37

固定負債合計 1,285 5.5 972 5.4 △313 1,281 7.1

負債合計 16,978 72.8 13,452 74.7 △3,526 13,681 75.5

 

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  957 4.1 957 5.3 － 957 5.3

２．資本剰余金   

 (1)資本準備金  787 787 － 787

資本剰余金合計  787 3.4 787 4.4 － 787 4.4

３．利益剰余金   

 (1)利益準備金  141 141 － 141

 (2)その他利益
    剰余金

     

別途積立金  5,375 4,075 △1,300 5,375

繰越利益剰余金  613 53 △559 △1,008

利益剰余金合計  6,130 26.2 4,270 23.6 △1,859 4,508 24.8

４．自己株式  △1,376 △5.9 △1,376 △7.6 △0 △1,376 △7.6

株主資本合計  6,498 27.8 4,638 25.7 △1,860 4,877 26.9

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
    評価差額金

 △142 △0.6 △79 △0.4 62 △438 △2.4

評価・換算差額等
合計

 △142 △0.6 △79 △0.4 62 △438 △2.4

純資産合計  6,356 27.2 4,559 25.3 △1,797 4,438 24.5

負債純資産合計  23,335 100.0 18,011 100.0 △5,323 18,120 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６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19年１月１日
　至　平成19年12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 ※１

１．製品及び
    工事売上高

 10,876 9,136 17,335

２．商品売上高 4,425 15,301 100.0 3,714 12,850 100.0 △2,451 8,063 25,399 100.0

Ⅱ　売上原価

１．製品及び
    工事売上原価

8,746 7,238 14,055

２．商品売上原価 3,803 12,550 82.0 3,145 10,384 80.8 △2,166 6,878 20,934 82.4

売上総利益

１．製品及び
    工事売上総利益

2,129 1,897 3,280

２．商品売上総利益 621 2,751 18.0 568 2,466 19.2 △284 1,185 4,465 17.6

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

2,097 13.7 2,068 16.1 △28 4,214 16.6

営業利益 653 4.3 397 3.1 △256 250 1.0

Ⅳ　営業外収益 ※２  181 1.2  149 1.2 △32  262 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※３  32 0.2  37 0.3 5  69 0.3

経常利益 803 5.3 509 4.0 △293 443 1.7

Ⅵ　特別利益 ※４ 52 0.3 12 0.1 △40 56 0.2

Ⅶ　特別損失 ※５ 14 0.1 694 5.4 680 1,281 5.0

税引前中間純利益
又は
税引前中間(当期)
純損失

841 5.5 △173 △1.3 △1,014 △782 △3.1

法人税、住民税
及び事業税

297 9 85

法人税等調整額 25 322 2.1 △59 △50 △0.4 △372 118 203 0.8

中間純利益
又は
中間(当期)純損失

519 3.4 △122 △0.9 △642 △986 △3.9
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本
評価・換
算差額等 

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
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

 （百万円）
957 787 141 5,375 220 5,737 △427 7,054 △276 6,778

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － － － － －

剰余金の配当 － － － － △126 △126 － △126 － △126

中間純利益 － － － － 519 519 － 519 － 519

自己株式の取得 － － － － － － △948 △948 － △948

株主資本以外の項目の　　　

中間会計期間中の変動額　

（純額）

－ － － － － － － － 134 134

中間会計期間中の変動額合計

 （百万円）
－ － － － 392 392 △948 △556 134 △421

平成19年６月30日　残高

 （百万円）
957 787 141 5,375 613 6,130 △1,376 6,498 △142 6,356

 

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本
評価・換
算差額等 

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
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　残高

 （百万円）
957 787 141 5,375 △1,008 4,508 △1,376 4,877 △438 4,438

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩 － － － △1,300 1,300 － － － － －

剰余金の配当 － － － － △115 △115 － △115 － △115

中間純損失 － － － － △122 △122 － △122 － △122

自己株式の取得 － － － － － － △0 △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）

－ － － － － － － － 359 359

中間会計期間中の変動額合計

 （百万円）
－ － － △1,300 1,061 △238 △0 △238 359 120

平成20年６月30日　残高

 （百万円）
957 787 141 4,075 53 4,270 △1,376 4,638 △79 4,559
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　

　　

株主資本
評価・換
算差額等 

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
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

 （百万円）
957 787 141 5,375 220 5,737 △427 7,054 △276 6,778

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △242 △242 － △242 － △242

当期純損失 － － － － △986 △986 － △986 － △986

自己株式の取得 － － － － － － △948 △948 － △948

株主資本以外の項目の　　　

事業年度中の変動額(純額）
－ － － － － － － － △161 △161

事業年度中の変動額合計

 （百万円）
－ － － － △1,228 △1,228 △948 △2,177 △161 △2,339

平成19年12月31日　残高

 （百万円）
957 787 141 5,375 △1,008 4,508 △1,376 4,877 △438 4,438
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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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12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

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

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1)有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

商品・製品

個別法による原価法

原材料

月次総平均法による原価法

仕掛工事・仕掛品

　個別法による原価法

(2)たな卸資産

商品・製品

同左

原材料

同左

仕掛工事・仕掛品

同左

(2)たな卸資産

商品・製品

同左

原材料

同左

仕掛工事・仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の

　　方法

(1)有形固定資産・賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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とお

りであります。

　建物　　　　　３年～50年

　機械装置　　　３年～12年

　工具器具備品　３年～20年

　賃貸用不動産　15年～50年

　（建物）

(1)有形固定資産・賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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とお

りであります。

　建物　　　　　３年～50年

　機械装置　　　３年～12年

　工具器具備品　３年～20年

　賃貸用不動産　３年～50年

　（建物）

(1)有形固定資産・賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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とお

りであります。

　建物　　　　　３年～50年

　機械装置　　　３年～12年

　工具器具備品　３年～20年

　賃貸用不動産　３年～50年

　（建物）

(2)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、特許権の償却年数は８年で

あります。また、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）を償却年数とし

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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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備え

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

　従業員に対する賞与の支給に備え

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) 工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、当

中間会計期間末における手持工事の

うち、損失の発生が見込まれ、かつ

金額を合理的に見積もることのでき

る工事について、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

　受注工事の損失に備えるため、事

業年度末における手持工事のうち、

損失の発生が見込まれ、かつ金額を

合理的に見積もることのできる工事

について、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、

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生している

と認められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度

における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）

による定額法により按分した額をそ

れぞれの発生の翌事業年度から損益

処理することとしております。

　過去勤務債務は、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）による定額法により按分

した額を発生した事業年度から損益

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、

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　数理計算上の差異は、各事業年度

における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）

による定額法により按分した額をそ

れぞれの発生の翌事業年度から損益

処理することとしております。

　過去勤務債務は、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）による定額法により按分

した額を発生した事業年度から損益

処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく事業年度

末要支給額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

４．工事収益の計上基準 　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当中間会計期間における工

事進行基準による売上高は200百万円

であります。

　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当中間会計期間における工

事進行基準による売上高は407百万円

であります。

　原則として、工事完成基準によっ

ておりますが、工期が１年以上かつ

請負金額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、当事業年度における工事進

行基準による売上高は1,060百万円で

あります。

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．その他中間財務諸表

　　（財務諸表）作成のた

　　めの基本となる重要な

　　事項

　消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

　消費税等の会計処理 

同左

　消費税等の会計処理 

 同左

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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却

　の方法）

――――――――――  　  (有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却

　の方法）

　当中間会計期間より法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産及び賃貸用不動産につい

ては、改正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上しております。

この結果、損益に与える影響は軽微でありま

す。

　当事業年度より法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産及び賃貸用不動産については、

改正後の法人税法に規定する減価償却方法に

より減価償却費を計上しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であります。
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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19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額

440百万円 457百万円 449百万円

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務は次のとおりであります。

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

建物 190百万円

土地 469

投資有価証券 287

賃貸用不動産 244

合計 1,192百万円

建物 180百万円

土地 469

投資有価証券 166

賃貸用不動産 197

合計 1,013百万円

建物 185百万円

土地 469

投資有価証券 194

賃貸用不動産 201

合計 1,051百万円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

買掛金 1,166百万円

短期借入金 1,160

合計 2,326百万円

買掛金 1,059百万円

短期借入金 960

１年内返済予定の

長期借入金
200

合計 2,219百万円

買掛金 742百万円

短期借入金 960

長期借入金 200

合計 1,902百万円

　３．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

保証債務

　下記の関係会社の金融機関からの借入

金及び割賦購入債務に対し、債務保証を

行っております。

保証債務

　下記の関係会社の金融機関からの借入

金及び割賦購入債務に対し、債務保証を

行っております。

保証債務

　下記の関係会社の金融機関からの借入

金及び割賦購入債務に対し、債務保証を

行っております。

㈱エバジツ 200百万円

イージェイ㈱ 120百万円

昆明白鴎微藻技術　　

有限公司 
43百万円

㈱エバジツ 200百万円

イージェイ㈱ 50百万円

昆明白鴎微藻技術　　

有限公司 
34百万円

㈱エバジツ 200百万円

イージェイ㈱ 50百万円

昆明白鴎微藻技術　　

有限公司 
38百万円

　４．手形割引高及び裏書譲渡高

　  受取手形裏書譲渡高   　  149百万円

　４．手形割引高及び裏書譲渡高

　  受取手形裏書譲渡高   　  110百万円

　４．手形割引高及び裏書譲渡高

　  受取手形裏書譲渡高   　   49百万円

※５．中間期末日満期手形

　中間会計期間末日の満期手形の会計処理

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は金融機

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。

　受取手形　　　　　　　 　211百万円

　また、ファクタリング方式により当社に

対する債権者よりみずほファクター㈱に譲

渡された債権（当社の買掛金及び未払金）

の会計処理は、決済日をもって処理してお

ります。なお、次の中間会計期間末決済買

掛金及び未払金が中間会計期間末残高に含

まれております。

　買掛金　　　　　　　　   753百万円

　流動負債その他（未払金）　 6百万円

※５．　　 ―――――――――― ※５．期末日満期手形

　事業年度末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日は金融機関の休日で

あったため、次の事業年度末日満期手形が

事業年度末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　 　108百万円

　また、ファクタリング方式により当社に

対する債権者よりみずほファクター㈱に譲

渡された債権（当社の買掛金及び未払金）

の会計処理は、決済日をもって処理してお

ります。なお、次の事業年度末決済買掛金

及び未払金が事業年度末残高に含まれてお

ります。

　買掛金　　　　　　　　   434百万円

　流動負債その他（未払金）　 3百万円

※６．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※６．消費税等の取扱い

 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19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．売上高の季節的変動

　当社の売上高は、通常の営業の形態として、

下半期に比べ上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。

※１．売上高の季節的変動

同　　左 

※１．     ――――――――――

※２．営業外収益の内訳 ※２．営業外収益の内訳 ※２．営業外収益の内訳

受取利息 6百万円

受取配当金 71

不動産賃貸収入 31

投資有価証券売却益 65

その他 6

合計 181百万円

受取利息 4百万円

受取配当金 88

不動産賃貸収入 30

投資有価証券売却益 18

その他 7

合計 149百万円

受取利息 12百万円

有価証券利息 1

受取配当金 80

不動産賃貸収入 62

投資有価証券売却益 90

その他 15

合計 262百万円

※３．営業外費用の内訳 ※３．営業外費用の内訳 ※３．営業外費用の内訳

支払利息 11百万円

不動産賃貸費用 16

その他 3

合計 32百万円

支払利息 14百万円

不動産賃貸費用 17

貸倒引当金繰入額 5

その他 1

合計 37百万円

支払利息 23百万円

不動産賃貸費用 33

その他 12

合計 69百万円

※４．特別利益の内訳 ※４．特別利益の内訳 ※４．特別利益の内訳

投資有価証券売却益 24百万円

貸倒引当金戻入益 4 

会員権売却益 2 

保険金収入 21 

合計 52百万円

投資有価証券売却益 12百万円

合計 12百万円

投資有価証券売却益 30百万円

保険金収入 21 

会員権売却益 3 

合計 56百万円

※５．特別損失の内訳 ※５．特別損失の内訳 ※５．特別損失の内訳

投資有価証券評価損 13百万円

固定資産処分損

工具器具備品 0

小計 0

合計 14百万円

投資有価証券評価損 694百万円

固定資産処分損

機械装置 0

小計 0

合計 694百万円

投資有価証券評価損 691百万円

貸倒引当金繰入額 589

会員権評価損 0

固定資産処分損

機械装置 0

工具器具備品 0

小計 0

合計 1,281百万円

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 30百万円

無形固定資産 1百万円

賃貸用不動産 8百万円

有形固定資産 32百万円

無形固定資産 1百万円

賃貸用不動産 8百万円

有形固定資産 67百万円

無形固定資産 1百万円

賃貸用不動産 16百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数　　　（株）

当中間会計期間減少
株式数　　　（株）

当中間会計期間末
株式数  　（株）

　　　普通株式　（注） 302,920 550,050 － 852,970

合計 302,920 550,050 － 852,970

（注）自己株式（普通株式）の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株、単元未満株式の買取50株によるものであり

ます。

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数　　　（株）

当中間会計期間減少
株式数　　　（株）

当中間会計期間末
株式数  　（株）

　　　普通株式　（注） 852,970 100 － 853,070

合計 852,970 100 － 853,070

（注）自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買取100株によるものであります。

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加
株式数　（株）

当事業年度減少
株式数　（株）

当事業年度末株式数
　　　　　　（株）

　　　普通株式　（注） 302,920 550,050 － 852,970

合計 302,920 550,050 － 852,970

（注）自己株式（普通株式）の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株及び単元未満株式の買取50株によるものであ

ります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12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

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)

建物 8 5 2

工具器具

備品
98 46 52

その他 25 8 16

合計 131 60 71

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)

建物 8 7 0

工具器具

備品
91 37 54

その他 38 16 22

合計 138 60 78

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)

建物 8 6 1

工具器具

備品
96 51 44

その他 30 12 18

合計 134 69 65

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 24百万円

１年超 47

合計 72百万円

１年内 27百万円

１年超 51

合計 79百万円

１年内 24百万円

１年超 42

合計 66百万円

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 14百万円

減価償却費相当額 13百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 13百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 28百万円

支払利息相当額 2百万円

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

（減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はない

 ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成19年６月30日)、当中間会計期間末(平成20年６月30日)及び前事業年度(平成19年12月31日)

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,098.39円 １株当たり純資産額 787.86円 １株当たり純資産額 767.05円

１株当たり中間純利益 87.08円 １株当たり中間純損失 21.22円 １株当たり当期純損失　 167.83円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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

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

については、１株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

　（注）　

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益又は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。

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日 
 至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額

　純資産の部の合計額(百万円） 6,356 4,559 4,438

　純資産の部の合計額から控除する金額　　 

  （百万円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額　

（百万円）
6,356 4,559 4,438

　１株当たり純資産額の算定に用いられた

　中間期末（期末）の普通株式の数（株）
5,787,030 5,786,930 5,787,030

１株当たり中間純利益又は

１株当たり中間(当期)純損失(△)

　中間純利益又は

　中間(当期)純損失(△)(百万円）
519 △122 △986

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)（百万円）
519 △122 △986

　期中平均株式数（株） 5,966,351 5,786,975 5,875,953
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（重要な後発事象）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　　該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　　平成20年１月11日開催の取締役会において、下記のとおり貸付を行う決議をし、実行いたしました。

　(1)貸付先　　　　　　　　イワキ興産㈱

　(2)資本金　　　　　　　　30百万円

　(3)住所　　　　　　　　　東京都中央区

　(4)事業の内容　　　　　　損害保険代理業

　(5)当社議決権の所有割合　3.48％

　(6)当社との関係　　　　　当社前監査役岩城英隆が代表取締役

　(7)貸付金額　　　　　　　315百万円

　(8)返済期限　　　　　　　平成20年12月末

　(9)貸付利率　　　　　　　1.875％(取締役会決議時の短期プライムレート)

　(10)担保の内容　　　　　 当社株式274,000株、その他株式、土地及び建物

　　　　　　　　　　　　　 (取締役会決議時担保充足率103％)

　　                       (平成20年３月13日現在担保充足率101％)

６．その他

決算日後の状況  

平成20年８月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。　

①中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・115,738千円　

②１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・20円00銭　

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成20年９月８日　

（注）平成20年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、中間

配当金を支払います。　　　　　　　　　　　
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