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平成20年12月期 中間決算短信（非連結） 

平成20年 8月 8日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年６月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日） 
(1) 経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年６月中間期 16,616 △14.6 1,257 △26.5 1,249 △26.7 415 △57.7
19年６月中間期 19,464 17.5 1,711 15.3 1,705 14.6 982 42.2
19年12月期 39,481 － 3,562 － 3,547 － 2,026 －
 

 
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 18 07 － 
19年６月中間期 41 63 － 
19年12月期 86 58 － 

（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) 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 25,348 18,993 74.9 828 47 
19年６月中間期 25,830 18,878 73.1 803 44 
19年12月期 25,061 19,138 76.4 827 22 
（参考） 自己資本   20年６月中間期 18,993百万円 19年６月中間期 18,878百万円 19年12月期 19,138百万円 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円
20年６月中間期 2,906 △52 △549 6,472 
19年６月中間期 1,759 △462 △1,121 4,013 
19年12月期 2,716 △671 △1,714 4,167 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭
19年12月期 12 00 16 00 28 00 
20年12月期 14 00 
20年12月期（予想）  14 00 

28 00 

 
３．20年12月期の業績予想（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 38,000 △3.8 3,120 △12.4 3,100 △12.6 1,450 △28.5 61 94 

 

上 場 会 社 名 株式会社スペース 上場取引所 東証２部、名証２部 
コ ー ド 番 号 ９６２２ ＵＲＬ http://www.space-tokyo.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名） 加藤 千寿夫   
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部経営管理室長 （氏名） 三品 和久 ＴＥＬ ( 03 )3669-4008 
半期報告書提出予定日 平成20年 9月26日 配当支払開始予定日  平成20年 9月17日
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４.その他 

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間財務諸表作成のための基本となる重要な
事項の変更に記載されるもの) 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無  
 (注)詳細は、17ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(2) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 24,182,109株 19年６月中間期 24,182,109株  19年12月期 24,182,109株

 ②期末自己株式数 20年６月中間期 1,256,052株 19年６月中間期 685,581株  19年12月期 1,045,735株

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

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

なお、業績予想に関する事項は３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を起因とする原油価格の高騰及び穀物や食品価

格の上昇等により個人消費はおおむね横ばいで推移しており、企業収益は減少し設備投資が抑制される等、不透明感が増

しております。 

当業界のお客様であります流通小売業におきましては、改正建築基準法施行による着工の遅れなどがあり、大型商業施

設や量販店の施設の同質化による競争の激化、ガソリン価格上昇による来店客数の減少、景気後退による消費の冷え込み

等、厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社は開発営業に力をいれ、リーシング活動、既存顧客への情報提供及び新規顧客へのアプロー

チ等を続けてまいりましたが、昨年から衣料専門店を中心に各専門店の出店戦略の見直しにより出店が鈍化しており多く

の受注を獲得することができませんでした。 

この結果、当中間会計期間におきましては、売上高は166億16百万円（前年同期比14.6％減）、営業利益は12億57百

万円（前年同期比26.5％減）、経常利益は12億49百万円（前年同期比26.7％減）、中間純利益は４億15百万円（前年同

期比57.7％減）となりました。 

なお、当期の業績推移に鑑み、繰延税金資産の回収可能性につきまして慎重に検討した結果、当中間会計期間において、

税務上の損金算入時期の特定が不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産282百万円を取崩すことといたしました。 

 

なお、市場分野別の業績は次のとおりであります。 

ａ．百貨店・量販店 

百貨店・量販店分野では、改正建築基準法の施行による着工の遅れ等により、出店が先送りになり当初予想よりも減少

したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は29億31百万円（前年同期比34.7％減）となりました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、改正建築基準法の施行による着工の遅れ等により、プロジェクト物件等が先送りされ、当初予

想よりデベロッパーからの受注が減少したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は３億30百万円（前年同期比55.5％減）となりました。 

ｃ．食料品店・飲食店 

食料品店・飲食店分野では、大型商業施設や量販店の出店が先送りになり、そこへ出店するテナント等の受注が減少し

たため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は21億１百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、天候不順や消費動向の変化により出店計画の見直しや大型商業施設や量販店の出店先送り等によ

り、受注が減少したため売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は36億92百万円（前年同期比22.7％減）となりました。 

ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、営業活動（リーシング活動、既存顧客への情報提供等）の強化により多くの受注をすることがで

き、売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の売上高は61億45百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

ｆ．コンビニエンスストア 

コンビニエンス分野では、お客様の量より質への出店戦略により受注物件が減少したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は８億85百万円（前年同期比10.8％減）となりました。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、前年同期に比較して大型案件の受注がないため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の売上高は１億39百万円（前年同期比44.4％減）となりました。 
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ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、大型商業施設や量販店内のアミューズメント施設等を受注することができ、売上高は増加いたしま

した。 

この結果、当分野の売上高は３億88百万円（前年同期比4.1％増）となりました。 

 

② 通期の見通し 

当期の見通しとしましては、改正建築基準法施行による着工の遅れにより、下期に多くの物件が発生するものと予想し

ておりましたが、大型商業施設や量販店の同質化による競争激化、景気後退による消費の冷え込み、主要顧客である衣料

専門店を中心に各専門店の出店が鈍化しているなど、厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

なお、平成20年 8月 4日付で通期業績予想の修正に関するお知らせを発表しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

イ．資産 

流動資産は、前中間会計期間に比べ38百万円の増加となりました。これは主に、受取手形が14億74百万円及び完

成工事未収入金が13億14百万円減少し、現金及び預金が26億59百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、前中間会計期間に比べ5 億 20 百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産のその他が3 億

66百万円増加したものの、建物が2億30百万円減少し、投資その他の資産において投資有価証券が3億38百万円及

び長期性預金で3億円減少したことによるものです。 

ロ．負債 

流動負債は、前中間会計期間に比べ7億83百万円の減少となりました。これは主に、工事未払金が3億3百万円、

未払法人税等が2億97百万円及び賞与引当金が2億27百万円減少したことによるものです。 

固定負債は、前中間会計期間に比べ1億85百万円の増加となりました。これは主に、退職給付引当金が1億47百

万円増加したことによるものです。 

ハ．純資産 

純資産は、前中間会計期間に比べ1億15百万円の増加となりました。これは主に、繰越利益剰余金が8億10百万

円増加したものの、自己株式の取得により4億88百万円及びその他有価証券評価差額金2億3百万円の減少によるも

のです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前中間会計期間に比べ24億59百万円増加し、64億72百万円（前年同

期比61.3％増）となりました。また、当中間期における各キャッシュ・フローは次の通りです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、29億６百万円（前年同期比65.2％増）となりました。これは、

主に税引前中間純利益12億48百万円及び売上債権の減少額26億82百万円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は、52百万円（前年同期比88.6％減）となりました。これは、長

期性預金の解約による収入1億円があった一方、有形固定資産の取得による支出59百万円、無形固定資産の取得による支

出84百万円が生じたことによるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は、５億49百万円（前年同期比51.0減％）となりました。これ

は、主に配当金の支払い3億70百万円及び自己株式の取得による支出1億78百万円によるものです。 
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（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 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６月 

中間期 

自己資本比率（％） 73.3 80.0 74.4 76.4 74.9

時価ベースの自己資本比率（％） 71.5 89.5 92.1 78.5 73.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.5 0.3 0.7 0.2 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 55.4 68.7 72.7 153.9 398.0

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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は株主の皆様への利益還元を重要な政策と認識しております。 

当社は、収益力の一層の向上と財務体質の強化をはかり、内部留保の充実による経営基盤の強化を目指し、安定配当を維

持する事を基本とし、収益状況等を考慮しながら、株主の皆様に利益還元を心掛けてまいりたいと考えております。 

当期の中間配当金につきましては、この基本方針に基づき、１株につき14円とさせていただき、期末配当金は１株につき

14円を予定しております。 

これにより、当期の年間配当金は１株につき28円となる見込みです。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態等について投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものが

あります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において判断したものであり、全てのリスクを網羅した

ものではありません。 

 

① 経営環境について 

当社は受注企業であり、景気の動向等により主要顧客であります流通小売業の設備投資が変動し、新規出店や改装に影

響が出た場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 法的規制について 

当社は、事業活動をおこなう上で、建設業法や建築士法等様々な法規制の適用を受けており、その遵守を義務づけられ

ております。 

何らかの事情によりこれらの法律に抵触する事が発生した場合、業務遂行に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

③ 施工物件の品質 

施工物件の品質については、万全な体制を敷いておりますが、完全に排除することは困難であり、万一、施工物件の品

質に問題があった場合、賠償金の支払いが発生しコスト増大となり業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 事故及び災害について 

当社は、社員及び協力業者に対して、安全教育及び安全パトロール等を行い作業現場において事故防止の体制を整えて

おりますが、事故が発生した場合におきましても、補償義務や工事遅延に伴うコスト増大により業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑤ 個人情報の管理について 

当社は、個人情報保護規程を策定し運用管理には可能な限り注意を払っておりますが、何らかの要因により情報が流失
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した場合、社会的責任を負うこととなり業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 情報管理について 

当社は事業活動を行う過程で、顧客情報や協力業者情報を取得することがあり、セキュリティについては細心の注意を

払っておりますが、自然災害や事故等により重要データの消失または漏洩した場合、社会的責任を負うこととなり業績に

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、当社子会社１社で構成されております。当社は商業施設の情報・企画開発・設計・監理・施工を主な

事業内容としております。 

当社の子会社である「ＳＰＡＣＥ ＪＡＰＡＮ ＣＯ．，ＬＴＤ」はアジアの拠点として、主に香港市場における商業施設

の企画・設計・監理・施工及び海外情報の入手を行っており、その工事の図面・設計・監理等を当社が受注しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則（昭和51年10月大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社では、

子会社の資産、売上等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏

しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 

 

顧  客 

 

㈱スペース 

 

SPACE JAPAN CO., LTD 
工事請負 

外注依頼 

情報収集 

（海外） 

工 事 請 負 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創立以来、商業施設を中心に文化施設、レジャー施設などのマーケッティング・リサーチ、プランニング、デザイ

ン、設計、製作、施工などのサービスを一貫して提供してまいりました。 

当社は、メディア性、双方向コミュニケーション性、ファッション性、デザイン性、文化性などのファクターを融合させ、

ビジネスに最適な環境を創造いたします。また、それにより豊かな社会環境とひととの関係を最適にデザインする企業を目

指します。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当業界の売上高は、製造業等と違いお客様の設備投資計画に大きく左右され、目標とする経営指標を策定することが難し

くなっております。 

従いまして、当社は売上高のみを追い求めるのではなく、いかなる状況におきましても利益を確保し、株主の皆様に利益

還元していくことを目標に努めてまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成20年12月期から平成22年12月期を対象期間とする３か年の「第一次SPACE中期経営計画」を策定いたし

ました。 

昨今、当社のお客様であります小売業界における経営環境は著しく変化し、改正建築基準法及びまちづくり三法改正の影

響による商業施設の減少、同業他社との熾烈な競争、原材料価格の高騰等厳しい経営環境にあります。 

このような経営環境の下、当社は、①高い顧客信頼性、②充実したクライアントフォローアップ、③顧客の多様性がもた

らす安定的な収益等を強みに商空間創造の最高で最上の企業を目指してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

中期経営計画の初年度として、スペース流ビジネス・スタイルを強化するため、下記の各項目を対処すべき課題として努

めてまいります。 

 ａ．最上のクライアント・サービス主義の徹底 

 ｂ．新しい組織づくりと人材育成 

 ｃ．社員の自立性と創造性の向上 

 ｄ．ＩＴレギュレーションの確立 

 ｅ．社内環境の整備 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．中間財務諸表 

(1） 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成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 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １現金及び預金 4,034,356 6,693,850 2,659,493 4,188,859

 ２受取手形 ※２ 3,159,546 1,684,600 △1,474,946 2,188,737

 ３完成工事未収入金 5,217,789 3,902,791 △1,314,997 6,081,097

 ４未成工事支出金 1,819,307 2,101,880 282,573 1,304,438

 ５材料貯蔵品 9,550 7,244 △2,306 7,411

 ６繰延税金資産 553,577 440,440 △113,136 247,086

 ７その他 47,125 70,701 23,576 64,576

  貸倒引当金 △ 12,000 △ 33,934 △21,934 △  9,900

 流動資産合計 14,829,252 57.4 14,867,574 58.7 38,321 14,072,307 56.2

Ⅱ 固定資産   

 １有形固定資産 ※１   

 （１）建物 2,069,726 1,838,737 △230,989 1,884,731

 （２）土地 5,215,091 5,110,670 △104,421 5,110,670

 （３）その他 165,857 532,357 366,499 525,321

 有形固定資産合計 7,450,676 28.9 7,481,765 29.5 31,089 7,520,723 30.0

 ２無形固定資産 57,470 0.2 238,482 0.9 181,012 149,299 0.6

 ３投資その他の資産   

 （１）投資有価証券 1,578,248 1,239,666 △338,582 1,256,071

 （２）破産更生債権等 29,685 34,173 4,488 27,665

 （３）繰延税金資産 680,616 587,768 △92,848 832,963

 （４）長期性預金 1,000,000 700,000 △300,000 1,000,000

 （５）その他 248,348 248,088 △  260 244,649

    貸倒引当金 △ 43,385 △ 49,249 △5,864 △ 42,165

 投資その他の資産合計 3,493,514 13.5 2,760,447 10.9 △733,067 3,319,184 13.2

 固定資産合計 11,001,661 42.6 10,480,695 41.3 △520,965 10,989,207 43.8

 資産合計 25,830,914 100.0 25,348,270 100.0 △482,643 25,061,514 100.0
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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 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １工事未払金 1,881,936 1,578,917 △303,018 1,399,844

 ２短期借入金 406,250 406,250 － 406,250

 ３未払法人税等 1,091,578 794,127 △297,450 822,824

 ４未払消費税等 21,040 32,012 10,972 50,679

 ５未成工事受入金 131,179 161,333 30,153 152,124

 ６賞与引当金 829,017 601,612 △227,405 73,802

 ７完成工事補償引当金 32,053 25,504 △6,549 27,636

 ８受注損失引当金 174,037 288,614 114,577 269,700

 ９その他 764,095 659,100 △104,995 941,881

 流動負債合計 5,331,188 20.6 4,547,471 18.0 △783,716 4,144,745 16.5

Ⅱ 固定負債   

 １退職給付引当金 1,349,271 1,497,031 147,759 1,475,792

 ２役員退職慰労引当金 272,220 310,085 37,865 302,220

 固定負債合計 1,621,491 6.3 1,807,116 7.1 185,624 1,778,012 7.1

 負債合計 6,952,679 26.9 6,354,588 25.1 △598,091 5,922,757 23.6

   

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １資本金 3,395,537 13.2 3,395,537 13.4 － 3,395,537 13.6

 ２資本剰余金   

 （１）資本準備金 3,566,581 3,566,581 － 3,566,581

 （２）その他資本剰余金 270 252 △   18 258

 資本剰余金合計 3,566,852 13.8 3,566,833 14.1 △   18 3,566,839 14.2

 ３利益剰余金   

 （１）利益準備金 201,150 201,150 － 201,150

 （２）その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 24,239 23,004 △1,234 23,004

    特別償却準備金 1,702 － △1,702 －

    別途積立金 9,000,000 9,000,000 － 9,000,000

    繰越利益剰余金 2,994,795 3,805,421 810,626 3,760,213

 利益剰余金合計 12,221,886 47.3 13,029,576 51.4 807,689 12,984,368 51.8

 ４自己株式 △643,388 △2.5 △1,132,014 △4.5 △488,625 △953,475 △3.8

 株主資本合計 18,540,887 71.8 18,859,933 74.4 319,045 18,993,269 75.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １その他有価証券評価

差額金 
337,346 1.3 133,749 0.5 △203,597 145,486 0.6

 評価・換算差額等合計 337,346 1.3 133,749 0.5 △203,597 145,486 0.6

 純資産合計 18,878,234 73.1 18,993,682 74.9 115,448 19,138,756 76.4

 負債純資産合計 25,830,914 100.0 25,348,270 100.0 △482,643 25,061,514 100.0
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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 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   

   完成工事高  19,464,194 100.0 16,616,469 100.0 △2,847,724 39,481,246 100.0

Ⅱ 売上原価   

   完成工事原価  16,931,062 87.0 14,506,953 87.3 △2,424,108 34,197,826 86.6

   売上総利益  2,533,131 13.0 2,109,515 12.7 △423,616 5,283,419 13.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 821,710 4.2 851,995 5.1 30,285 1,721,319 4.4

   営業利益  1,711,421 8.8 1,257,519 7.6 △453,902 3,562,100 9.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 27,181 0.1 21,757 0.1 △5,424 47,941 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 33,561 0.2 30,087 0.2 △3,473 62,781 0.1

   経常利益  1,705,041 8.7 1,249,189 7.5 △455,852 3,547,260 9.0

Ⅵ 特別利益  29,093 0.1 79 0.0 △29,013 76,632 0.2

Ⅶ 特別損失  8,335 0.0 1,063 0.0 △7,272 20,191 0.1

   税引前中間(当期)純利益  1,725,800 8.8 1,248,206 7.5 △477,593 3,603,701 9.0

   法人税、住民税及び事業税  1,061,443 772,922 △288,520 1,609,134

   法人税等調整額  △318,079 59,893 377,973 △32,308

  法人税等合計  743,363 3.8 832,816 5.0 89,452 1,576,825 4.0

   中間(当期)純利益  982,436 5.0 415,390 2.5 △567,046 2,026,876 5.1
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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19年１月１日 至 平成19年６月30日) 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 

その他

資本剰

余金 

利益準

備金 
固定資産圧

縮積立金

特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 256 201,150 24,239 1,702 9,000,000 2,343,811 △459,297 18,073,980

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △331,453 △331,453

 中間純利益   982,436 982,436

 自己株式の取得    △184,178 △184,178

 自己株式の処分   14  87 101

 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 

（千円） 
－ － 14 － － － － 650,983 △184,091 466,906

平成19年６月30日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 270 201,150 24,239 1,702 9,000,000 2,994,795 △643,388 18,540,887

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

 
平成18年12月31日残高 

（千円） 
375,788 375,788 18,449,769

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △ 331,453

 中間純利益  982,436

 自己株式の取得  △ 184,178

 自己株式の処分  101

 株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額 

（純額） 

△  38,442 △  38,442 △  38,442

 
中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△  38,442 △  38,442 428,464

 
平成19年６月30日残高 

（千円） 
337,346 337,346 18,878,234
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 

その他

資本剰

余金 

利益準

備金 固定資産圧

縮積立金

特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

平成19年12月31日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 258 201,150 23,004 － 9,000,000 3,760,213 △953,475 18,993,269

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △370,181 △370,181

 中間純利益   415,390 415,390

 自己株式の取得    △178,589 △178,589

 自己株式の処分   △    5  50 44

 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 

（千円） 
－ － △    5 － － － － 45,208 △178,538 △133,336

平成20年６月30日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 252 201,150 23,004 － 9,000,000 3,805,421 △1,132,014 18,859,933

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評

価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

 
平成19年12月31日残高 

（千円） 
145,486 145,486 19,138,756

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △ 370,181

 中間純利益  415,390

 自己株式の取得  △ 178,589

 自己株式の処分  44

 株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額 

（純額） 

△  11,737 △  11,737 △  11,737

 
中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△  11,737 △  11,737 △ 145,074

 
平成20年６月30日残高 

（千円） 
133,749 133,749 18,993,682
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 

その他

資本剰

余金 

利益準

備金 
固定資産圧

縮積立金

特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年12月31日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 256 201,150 24,239 1,702 9,000,000 2,343,811 △459,297 18,073,980

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当   △613,411 △613,411

 当期純利益   2,026,876 2,026,876

 自己株式の取得    △494,421 △494,421

 自己株式の処分   1  243 245

 圧縮積立金の取崩額   △   1,234 1,234 －

 準備金の取崩額   △  1,702 1,702 －

 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 

（千円） 
－ － 1 － △   1,234 △  1,702 － 1,416,401 △494,177 919,288

 
平成19年12月31日残高 

（千円） 
3,395,537 3,566,581 258 201,150 23,004 － 9,000,000 3,760,213 △953,475 18,993,269

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高 

（千円） 
375,788 375,788 18,449,769

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  △ 613,411

 当期純利益  2,026,876

 自己株式の取得  △ 494,421

 自己株式の処分  245

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額 

（純額） 

△ 230,302 △ 230,302 △ 230,302

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△ 230,302 △ 230,302 688,986

平成19年12月31日残高 

（千円） 
145,486 145,486 19,138,756
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成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 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前中間(当期)純利益 1,725,800 1,248,206 △477,593 3,603,701

   減価償却費 80,096 90,674 10,578 176,387

   貸倒引当金の増加額(△減少額) △     28,930 31,118 60,049 △     32,250

   賞与引当金の増加額(△減少額) 646,000 527,809 △118,190 △    109,214

   役員賞与引当金の増加額(△減少額) △     46,500 － 46,500 △     46,500

   完成工事補償引当金の増加額(△減少額) 2,319 △      2,132 △4,452 △      2,097

   受注損失引当金の増加額(△減少額) △     27,612 18,914 46,527 68,050

   退職給付引当金の増加額 97,729 21,238 △76,490 224,250

   役員退職慰労引当金の増加額 30,000 7,865 △22,134 60,000

   受取利息及び受取配当金 △     14,351 △     17,984 △3,632 △     31,656

   支払利息及び社債利息 6,408 7,141 732 13,581

   支払手数料 3,305 2,526 △  779 6,651

   固定資産除売却損 6,522 375 △6,146 8,044

   売上債権の減少額 535,770 2,682,442 2,146,672 643,271

   たな卸資産の増加額 △    714,017 △    797,274 △83,256 △    197,009

   仕入債務の増加額 620,484 179,073 △441,411 138,392

   未払消費税等の増加額(△減少額) △    139,831 △     18,667 121,164 △    110,192

   前払費用の減少額(△増加額) △     21,970 △     12,437 9,533 △     34,036

   未払金の増加額(△減少額) △     17,113 △     17,907 △  794 △      7,584

   未払費用の増加額(△減少額) 60,846 △     56,969 △117,816 79,883

   預り金の増加額(△減少額) △    176,078 △    202,459 △26,381 △     44,054

   破産更生債権の減少額(△増加額) △     13,269 △      6,508 6,761 △     11,249

   その他 77,667 10,838 △66,828 65,231

    小計 2,693,274 3,695,885 1,002,610 4,461,599

   利息及び配当金の受取額 14,250 18,113 3,863 31,599

   利息の支払額 △      4,796 △      7,303 △2,506 △     17,652

   法人税等の支払額 △    942,999 △    799,853 143,145 △  1,759,443

    営業活動によるキャッシュ・フロー 1,759,729 2,906,841 1,147,111 2,716,102
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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 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   投資有価証券の取得による支出 △     12,021 △      6,042 5,979 △     28,926

   投資有価証券の売却による収入 8,625 80 △8,545 21,815

   有形固定資産の取得による支出 △    560,487 △     59,039 501,448 △    946,022

   無形固定資産の取得による支出 △     34,590 △     84,707 △50,117 △    130,133

   長期性預金の解約による収入 － 100,000 100,000 －

   敷金・保証金差入による支出 △     17,999 △      4,739 13,259 △     23,865

   敷金・保証金回収による収入 25,414 3,667 △21,746 27,473

   保険積立金の取得による支出 △      5,211 △        718 4,492 △      5,929

   保険積立金の解約による収入 134,784 － △134,784 134,784

   その他 △        774 △      1,310 △  536 279,285

    投資活動によるキャッシュ・フロー △    462,259 △     52,809 409,450 △    671,520

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の純増減額(△減少額) △    606,250 － 606,250 △    606,250

   自己株式の取得による支出 △    184,178 △    178,589 5,589 △    494,421

   自己株式の売却による収入 101 44 △   56 245

   配当金の支払額 △    331,070 △    370,497 △39,426 △    613,580

    財務活動によるキャッシュ・フロー △  1,121,397 △    549,041 572,356 △  1,714,007

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 176,071 2,304,990 2,128,918 330,575

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,837,284 4,167,859 330,575 3,837,284

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
※１ 4,013,356 6,472,850 2,459,493 4,167,859
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(5) 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 有価証券 

 (1)子会社株式 

  移動平均法による原価法 

 (2)その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末の市場価

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

移動平均法にて算定） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

① 有価証券 

 (1)子会社株式 

同 左 

 (2)その他有価証券 

  時価のあるもの 

同 左 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同 左 

① 有価証券 

 (1)子会社株式 

同 左 

 (2)その他有価証券 

  時価のあるもの 

   当事業年度末の市場価格

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

動平均法にて算定） 

  時価のないもの 

同 左 

1 資産の評価基準及び

評価方法 

② たな卸資産 

 (1)未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 (2）材料 

  移動平均法による低価法 

 (3)貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価

法 

② たな卸資産 

 (1)未成工事支出金 

同 左 

 (2)材料 

同 左 

 (3)貯蔵品 

同 左 

 

② たな卸資産 

 (1)未成工事支出金 

同 左 

 (2)材料 

同 左 

 (3)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 

  定率法によっております。 

  ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額

法によっております。 

  主な資産の耐用年数 

  建物     17年～60年

  工具器具備品  4年～ 6年

 

 (2)無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づく

定額法によっております。 

 (3)長期前払費用 

  定額法によっております。 

 (1)有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

  主な資産の耐用年数 

同 左 

 

 

 (2)無形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 (3)長期前払費用 

同 左 

 (1)有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

  主な資産の耐用年数 

  建物・構築物 10年～60年

  機械・運搬具  3年～10年

  工具器具備品  4年～ 6年

 (2)無形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 (3)長期前払費用 

同 左 

3 引当金の計上基準  (1)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

 (1)貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 (1)貸倒引当金 

同 左 
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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  (2)賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のう

ち当中間会計期間負担額を計

上しております。 

 (3)役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

 

 

 (4)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、補償費の支

出見込額を実績割合により計

上しております。 

 (5)受注損失引当金 

  受注業務における将来の損

失に備えるため、将来の損失が

見込まれ、かつ当該損失を合理

的に見積り可能な受注業務に

係る損失について、当中間会計

期間以降発生が見込まれる損

失発生額を計上しております。

 (6)退職給付引当金 

  従業員の退職給付の支払い

に備えるため、当中間会計期間

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。 

 (7)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計上

しております。 

 (2)賞与引当金 

同 左 

 

 

 

 (3)役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

  なお、当中間会計期間におけ

る計上はありません。 

 (4)完成工事補償引当金 

同 左 

 

 

 

 (5)受注損失引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 (6)退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 (7)役員退職慰労引当金 

同 左 

 

 (2)賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のう

ち当事業年度負担額を計上し

ております。 

 (3)役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち

当事業年度負担額を計上して

おります。 

  なお、当事業年度における計

上はありません。 

 (4)完成工事補償引当金 

同 左 

 

 

 

 (5)受注損失引当金 

  受注業務における将来の損

失に備えるため、将来の損失が

見込まれ、かつ当該損失を合理

的に見積り可能な受注業務に

係る損失について、当事業年度

以降発生が見込まれる損失発

生額を計上しております。 

 (6)退職給付引当金 

  従業員の退職給付の支払い

に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

 (7)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上して

おります。 

4 リース取引の処理方

法 

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

同 左 同 左 
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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） 

5 中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書

）における資金の範

囲 

  手許現金、要求払預金及び取

得日から3ヶ月以内に満期日又

は償還日の到来する流動性の

高い、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短期的

な投資からなっております。 

同 左 同 左 

6 その他の中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

 (1)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。 

  なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺のうえ流動負

債に未払消費税等として表示

しております。 

 (1)消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)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)法人税法及び住民税並びに

事業税の計上基準 

  当中間会計期間を一事業年

度とみなして算定した課税所

得に基づく税額を計上してお

ります。 

  なお、租税特別措置法の準備

金等の損金算入額及び益金算

入額を加味しております。 

 (2)法人税法及び住民税並びに

事業税の計上基準 

同 左 

 

 (2)    ― 

    

 

 

 

（6）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

したものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。これ

による損益に与える影響は軽微であり

ます。 

― （有形固定資産の減価償却の方法） 

  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

ものについては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。これによ

る損益に与える影響は軽微であります。
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（7）中間財務諸表に関する注記事項 

 

（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 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

784,083千円 

  

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

929,422千円

 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

845,132千円

 

※２ 受取手形 

   中間期末日満期手形については、手

形交換日をもって決済処理してお

ります。 

   なお、当中間期末日が金融機関の休

日であったため、次の当中間期末日

満期手形が当中間期末残高に含ま

れております。 

 

   受取手形     85,843千円 

― 

 

 

 

 

※２ 受取手形 

   期末日満期手形については、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、次の当期末日満期手形

が当期末残高に含まれております。

 

 

   受取手形     119,712千円 

   

 

 

（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 営業外収益の主な内訳 

   受取利息     4,205千円 

   受取配当金    10,145千円 

   受取家賃収入   1,828千円 

※１ 営業外収益の主な内訳 

   受取利息     5,868千円 

   受取配当金    12,116千円 

 

※１ 営業外収益の主な内訳 

   受取利息     9,751千円 

   受取配当金    21,905千円 

   受取家賃収入   2,864千円 

※２ 営業外費用の主な内訳 

   支払利息     6,408千円 

   支払手数料    3,305千円 

   売上割引     20,172千円 

※２ 営業外費用の主な内訳 

   支払利息     7,141千円 

   支払手数料    2,526千円 

   売上割引     16,425千円 

※２ 営業外費用の主な内訳 

   支払利息     13,581千円 

   支払手数料    6,651千円 

   売上割引     36,919千円 

※３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   74,949千円 

   無形固定資産    4,477千円 

※３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   87,119千円 

   無形固定資産    2,853千円 

※３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   166,239千円 

   無形固定資産    8,801千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当中間会計期間 

増加株式数 

(株) 

当中間会計期間 

減少株式数 

(株) 

当中間会計期間末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 24,182,109 － － 24,182,109

 合計 24,182,109 － － 24,182,109

自己株式   

 普通株式 506,887 178,788 94 685,581

 合計 506,887 178,788 94 685,581

（注）1.普通株式の自己株式の増加178,788株は、単元未満株式の買取（888株）及び自己株式の取得（177,900株）によるものであ

ります。 

   2.普通株式の自己株式の減少94株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(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29日 

定時株主総会 
普通株式 331,453 14 平成18年12月31日 平成19年 3月30日

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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10日 

取締役会 
普通株式 281,958 利益剰余金 12 平成19年 6月30日 平成19年 9月14日
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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） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当中間会計期間 

増加株式数 

(株) 

当中間会計期間 

減少株式数 

(株) 

当中間会計期間末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 24,182,109 － － 24,182,109

 合計 24,182,109 － － 24,182,109

自己株式   

 普通株式 1,045,735 210,373 56 1,256,052

 合計 1,045,735 210,373 56 1,256,052

（注）1.普通株式の自己株式の増加210,373株は、単元未満株式の買取（373株）及び自己株式の取得（210,000株）によるものであ

ります。 

   2.普通株式の自己株式の減少56株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(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28日 

定時株主総会 
普通株式 370,181 16 平成19年12月31日 平成20年 3月31日

（注）平成19年12月31日を基準日とする配当金16円には、特別配当金4円が含まれております。 

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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8日 

取締役会 
普通株式 320,964 利益剰余金 14 平成20年 6月30日 平成20年 9月17日
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前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当事業年度 

増加株式数 

(株) 

当事業年度 

減少株式数 

(株) 

当事業年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 24,182,109 － － 24,182,109

 合計 24,182,109 － － 24,182,109

自己株式   

 普通株式 506,887 539,112 264 1,045,735

 合計 506,887 539,112 264 1,045,735

（注）1.普通株式の自己株式の増加539,172株は、単元未満株式の買取（1,212株）及び自己株式の取得（537,900株）によるもので

あります。 

   2.普通株式の自己株式の減少264株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(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29日 

定時株主総会 
普通株式 331,453 14 平成18年12月31日 平成19年 3月30日

平成19年 8月10日 

取締役会 
普通株式 281,958 12 平成19年 6月30日 平成19年 9月14日

（注）平成18年12月31日を基準日とする配当金14円には、特別配当金4円が含まれております。 

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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28日 

定時株主総会 
普通株式 370,181 利益剰余金 16 平成19年12月31日 平成20年 3月31日

（注）平成19年12月31日を基準日とする配当金16円には、特別配当金4円が含まれております。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成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 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成19年12月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定 4,034,356 

預金期間が３か月を 

超える定期預金 
△21,000 

現金及び現金同等物 4,013,356 

  

（千円）

現金及び預金勘定 6,693,850 

預金期間が３か月を

超える定期預金 
△221,000 

現金及び現金同等物 6,472,850 

 

（千円）

現金及び預金勘定 4,188,859 

預金期間が３か月を

超える定期預金 
△21,000 

現金及び現金同等物 4,167,859 

 
 

 

 

 

（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） 

１．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） 

１．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） 

１．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） 

(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、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、減損損失累計額相当額及び期末残高相

当額 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

有形固定資産（そ

の他） 
60,189 28,045 32,144 

合計 60,189 28,045 32,144 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

中間期末

残高 

相当額

(千円)

有形固定資産（そ

の他） 
51,426 26,183 25,242

合計 51,426 26,183 25,242

同 左 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額

 

(千円)

有形固定資産（そ

の他） 
64,658 33,789 30,869

合計 64,658 33,789 30,869

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

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等 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 

1年内 10,508千円 

1年超 21,636千円 

合計 32,144千円 

 なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

1年内 8,191千円

1年超 17,050千円

合計 25,242千円

同 左 

 

 

 

1年内 9,854千円

1年超 21,014千円

合計 30,869千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(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、支払利息相当額及び減損損

失 

(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、支払利息相当額及び減損損

失 

(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、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 5,602千円 

減価償却費相当額 5,602千円 

  

支払リース料 5,193千円

減価償却費相当額 5,193千円

  

支払リース料 11,346千円

減価償却費相当額 11,346千円

  

(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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

 

（減損損失について） 

同 左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

 

（減損損失について） 

同 左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成19年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

株式 999,112 1,567,758 568,645

その他 10,350 10,490 139

合計 1,009,462 1,578,248 568,785

（注）有価証券の評価にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合に「著しく下落した」とみなして減損処理

を行っております。なお、前中間会計期間において、減損の対象となったものはありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 60,000

計 60,000

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 0

計 0

 

 

 

当中間会計期間末（平成20年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

株式 1,003,291 1,231,549 228,258

その他 10,350 7,601 △                2,749

合計 1,013,642 1,239,151 225,509

（注）有価証券の評価にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合に「著しく下落した」とみなして減損処理

を行っております。なお、当中間会計期間において、減損処理を行い、投資有価証券評価損687千円を計上しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 60,000

計 60,000

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 515

計 515
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前事業年度末（平成19年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 999,906 1,246,712 246,806

その他 10,350 8,843 △                1,507

合計 1,010,256 1,255,555 245,299

（注）有価証券の評価にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合に「著しく下落した」とみなして減損処理

を行っております。なお、当事業年度において、減損処理を行い、投資有価証券評価損10,233千円を計上しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 60,000

計 60,000

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 515

計 515
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（デリバティブ取引関係） 

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） 

当社はデリバディブ取引を全く利用して

いないため、該当事項はありません。 

同 左 同 左 

   

 

 

 

（持分法投資損益等） 

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） 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重

要性の乏しい非連結子会社であるため、記

載を省略しております。 

同 左 同 左 

   

 

 

 

（ストック・オプション等） 

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） 

該当事項はありません。 

 

同 左 同 左 

   

 

 

 

（企業結合等） 

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） 

該当事項はありません。 

 

同 左 同 左 
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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 803円44銭 

１株当たり中間(当期)

純利益 
41円63銭 

  

  

 

１株当たり純資産額 828円47銭

１株当たり中間(当期)

純利益 
18円07銭

 

  

 

１株当たり純資産額 827円22銭

１株当たり当期純利益 86円58銭

 

  

 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、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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

   

  

 (注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 

（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株当たり中間(当期)純利益  

 中間(当期)純利益（千円） 982,436 415,390  2,026,876 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －  － 

 普通株式に係る中間(当期)純利益 

（千円） 
982,436 415,390  2,026,876 

 普通株式の期中平均株式数（株） 23,594,141 22,986,216  23,410,347 
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５．制作品別売上高、制作品別受注高及び受注残高 

(1) 制作品別売上高 

                                      （単位：千円未満切捨） 

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） 
事業部門別 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

新装工事 11,433,848 58.7 10,742,764 64.7 23,706,136 60.0

改装工事 6,492,465 33.4 4,125,934 24.8 12,180,347 30.9

環境・演出・展示工事 111,098 0.6 67,781 0.4 367,684 0.9

企画・設計・監理 528,568 2.7 509,353 3.1 1,364,097 3.5

その他 898,212 4.6 1,170,635 7.0 1,862,981 4.7

合計 19,464,194 100.0 16,616,469 100.0 39,481,246 100.0

（注）１．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載を省略

しております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

 

 

(2) 制作品別受注高及び受注状況 

                                      （単位：千円未満切捨） 

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） 事業部門別 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

新装工事 11,470,482 531,122 10,753,779 960,881 24,161,514 949,866

改装工事 6,682,785 230,216 4,338,335 229,829 12,157,879 17,428

環境・演出・展示工事 111,998 6,000 65,799 500 365,066 2,482

企画・設計・監理 598,785 117,514 489,408 180,044 1,516,788 199,988

その他 914,349 30,185 1,198,567 46,688 1,867,690 18,757

合計 19,778,401 915,038 16,845,889 1,417,944 40,068,939 1,188,523

（注）１．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載を省略

しております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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