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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

完成工事高 (百万円) 74,909 83,176 82,911 191,988 196,139

経常利益 (百万円) 235 3,713 1,694 5,975 6,355

中間(当期)純利益 
又は純損失(△) 

(百万円) △44 1,894 706 3,256 3,316

純資産額 (百万円) 56,127 60,442 66,058 59,877 64,184

総資産額 (百万円) 144,235 150,589 154,068 147,343 148,677

１株当たり純資産額 (円) 1,527.55 1,645.52 1,741.98 1,628.30 1,691.14

１株当たり中間(当期) 
純利益又は純損失(△) 

(円) △1.21 51.58 18.62 86.67 88.69

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 38.9 40.1 42.9 40.6 43.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △413 5,610 △4,748 △1,736 3,764

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 453 △535 △207 △1,145 △1,259

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,262 △694 155 △1,447 1,447

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 21,769 22,120 17,121 17,601 21,413

従業員数 (名) 2,941 3,002 3,197 2,946 3,131



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第59期の１株当たり配当額25円は、創立90周年記念配当15円を含んでおります。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

完成工事高 (百万円) 50,564 61,456 57,073 140,845 143,224

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △159 2,437 1,117 3,649 3,701

中間(当期)純利益 
又は純損失(△) 

(百万円) △78 1,417 724 2,050 2,240

資本金 (百万円) 6,455 6,455 6,455 6,455 6,455

発行済株式総数 (千株) 37,982 37,982 37,982 37,982 37,982

純資産額 (百万円) 53,409 56,654 61,541 56,517 59,966

総資産額 (百万円) 123,478 122,815 129,051 124,400 124,841

１株当たり純資産額 (円) 1,453.57 1,542.39 1,622.86 1,536.85 1,579.92

１株当たり中間 
(当期)純利益 
又は純損失(△) 

(円) △2.12 38.57 19.09 54.00 59.46

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 5 5 7.5 25 30

自己資本比率 (％) 43.3 46.1 47.7 45.4 48.0

従業員数 (名) 1,428 1,412 1,407 1,419 1,401



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

  従業員数(名)

設備工事業 3,197 

従業員数(名) 1,407 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の業績は、好調な民間製造業の設備投資に支えられて、受注工事高、完成工事高(売上高)、

営業利益、経常利益、中間純利益のいずれも期初の計画を上回ることができました。 

受注工事高は1,198億65百万円となりました。塗装設備事業部門が前年同期比58.2％の増加、産業設備事業部門が

同9.2％増加し、環境設備事業部門が受注時採算性を重視したため同14.8％減少しましたが、全体では同16.7％増加

となりました。完成工事高は829億11百万円で、環境設備事業部門が前年同期比28.2％の減少となりましたが、産業

設備事業部門、塗装設備事業部門がそれぞれ15.6％、5.0％増加して、前年同期並の数字を確保しました。(受注工

事高及び完成工事高の内訳は下表に表示しております。) 

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大

きいため、連結会計年度の上半期の完成工事高と下半期の完成工事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。その内容については「２ 生産、受注及び販売の状況 設備工事業における受注

工事高及び施工高の状況 (2) 受注工事高及び完成工事高について」に記載しております。 

利益面におきましては、完成工事総利益は完成工事総利益率が前年同期比2.0ポイント減少したため前年同期より

も16億82百万円減少の80億19百万円となりました。また販売費及び一般管理費は広告宣伝費、交通費などの事業経

費の増加により前年同期より２億19百万円増加の66億85百万円となりました。この結果、営業利益は前年同期より

19億１百万円減少の13億34百万円、経常利益は受取配当金などを加えて16億94百万円、中間純利益は７億６百万円

となりました。 

  

(注) 「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。 

  

区分 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

(百万円) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(百万円) 

前年同期比 

(％) 

受注工事高  

 環境設備 30,710 26,172 △14.8

 産業設備 41,361 45,179 9.2

 塗装設備 30,664 48,513 58.2

計 102,735 119,865 16.7

(うち海外) (39,922) (54,721) (37.1)

完成工事高  

 環境設備 23,305 16,733 △28.2

 産業設備 31,449 36,341 15.6

 塗装設備 28,422 29,836 5.0

計 83,176 82,911 △0.3

(うち海外) (30,194) (32,712) (8.3)



① 事業の種類別セグメント 

当社及び連結子会社の事業内容は、設備工事業及び関連する事業を行っているので、この事業以外に開示の対象

とするセグメントはありません。 

② 所在地別セグメント 

当社及び連結子会社の所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間は財務活動によるキャッシュ・フローで前連結会計年度末比１億55百万円の資金増加となり

ましたが、営業活動によるキャッシュ・フローで47億48百万円、投資活動によるキャッシュ・フローで２億７百万

円とそれぞれ資金減少となりました。この結果、現金及び現金同等物(手元資金)の中間連結会計期間末残高は、前

連結会計年度末比42億92百万円減少の171億21百万円となりました。 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの主な資金減少要因は、たな卸資産の増加額113億30百

万円、支払手形及び工事未払金の仕入債務減少額53億81百万円、及び法人税等の支払額21億51百万円等でありま

す。一方、主な資金増加要因は、受取手形及び完成工事未収入金の売上債権の減少額88億８百万円、未成工事受入

金の増加額50億77百万円、及び税金等調整前中間純利益18億32百万円等であります。この結果、営業活動によるキ

ャッシュ・フローは差引47億48百万円の資金減少となりました。 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローでの２億７百万円の資金減少は、主に有形・無形固定

資産の取得額４億22百万円等によるものであり、資金の増加は投資有価証券の売却収入３億67百万円等によるもの

であります。 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローでの１億55百万円の資金増加は、長短借入金の純増加

13億95百万円等によるものであり、資金減少は配当金の支払12億36百万円等によるものであります。 

  

(日本) 

  

売上高は567億29百万円と前年同期に比べ5.7％の減収となり、営業利益は前

年同期に比べて14億24百万円減の２億84百万円となりました。 

(北米) 

  

売上高は55億53百万円と前年同期に比べ19.0％の増収となりましたが、営業

利益は前年同期に比べて４億39百万円減の３億85百万円となりました。 

(東南アジア) 

  

売上高は117億31百万円と前年同期に比べ8.6％の増収となりましたが、営業

損益では前年同期の営業利益から16百万円の営業損失に転じました。 

(東アジア) 

  

売上高は61億26百万円と前年同期に比べ31.9％の増収となりましたが、営業

利益は前年同期比28.4％減の２億19百万円となりました。 

(その他の地域) 

  

売上高は27億71百万円と前年同期に比べ3.8％の減収となりましたが、営業利

益は前年同期比26.8％増の２億93百万円となりました。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当連結企業集団が営んでいる事業の大部分を占める設備工事業では生産実績を定義することが困難であり、設備工

事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐいません。 

よって受注及び売上の状況については「１ 業績等の概要」において部門別に記載しております。 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。 

  

設備工事業における受注工事高及び施工高の状況 

  

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

(注) １ 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額を含ん

でおります。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

４ 期中受注工事高のうち海外工事の割合は、前中間会計期間14.1％、当中間会計期間25.9％で、そのうち請負金額10億円以

上の主なものは、次のとおりであります。 

  

期別 区分 
期首繰越 
工事高 
(百万円) 

期中受注 
工事高 
(百万円) 

計
(百万円)

期中完成
工事高 
(百万円)

期末繰越工事高 
期中 
施工高 
(百万円)

手持
工事高 
(百万円)

うち施工高 

比率
(％) 

金額 
(百万円) 

前中間会計期間 
(自平成16年 
 ４月１日 
至平成16年 
 ９月30日) 

環境設備 62,812 30,425 93,238 22,914 70,323 33.1 23,262 32,336

産業設備 20,022 27,097 47,119 20,172 26,947 19.7 5,308 22,446

塗装設備 11,351 13,702 25,053 18,370 6,683 26.8 1,790 12,665

計 94,185 71,225 165,411 61,456 103,954 29.2 30,361 67,449

当中間会計期間 
(自平成17年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ９月30日) 

環境設備 60,543 25,137 85,680 16,111 69,568 28.2 19,599 23,964

産業設備 26,192 29,626 55,818 24,556 31,262 22.0 6,871 24,746

塗装設備 13,334 30,000 43,335 16,405 26,929 23.5 6,330 19,821

計 100,069 84,764 184,834 57,073 127,760 25.7 32,801 68,532

前事業年度 
(自平成16年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ３月31日) 

環境設備 62,812 68,911 131,724 71,180 60,543 19.4 11,747 69,087

産業設備 20,022 52,550 72,572 46,380 26,192 25.5 6,681 50,028

塗装設備 11,351 27,646 38,997 25,663 13,334 21.9 2,915 21,084

計 94,185 149,108 243,293 143,224 100,069 21.3 21,343 140,199

前中間 

会計期間 

Changan Ford Automobile Corporation Ltd.

(中国) 

Changan Ford Automobile Corporation Ltd.

能増工事２期 機材納入 

当中間 

会計期間 

豊田通商㈱ 

(南アフリカ) 

Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd  

Paint Plant 3 



(2) 受注工事高及び完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して工事の受注工事高及び完成工事高が平均化しておらず、最近３年間につい

てみても次のように変動しております。 

  

  

(3) 完成工事高 

  

(注) １ 海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。 

前中間会計期間 請負金額10億円以上の主なもの 

期別 

受注工事高 完成工事高 

１年通期 
(A) 

(百万円) 

上半期
(B) 

(百万円) 

(B)／(A)
(％) 

１年通期
(C) 

(百万円) 

上半期 
(D) 

(百万円) 

(D)／(C)
(％) 

    第58期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

133,160 67,748 50.9 146,384 40,152 27.4

    第59期 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

144,226 77,623 53.8 140,845 50,564 35.9

    第60期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

149,108 71,225 47.8 143,224 61,456 42.9

    第61期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

― 84,764 ― ― 57,073 ―

期別 区分 

国内 海外 合計 
(B) 

(百万円) 官公庁
(百万円) 

民間
(百万円) 

(A)
(百万円) 

(A)／(B) 
(％) 

前中間会計期間 
(自平成16年４月１日 
至平成16年９月30日) 

環境設備 4,641 18,272 ― ― 22,914 

産業設備 35 18,137 1,999 9.9 20,172 

塗装設備 ― 10,561 7,809 42.5 18,370 

計 4,677 46,970 9,808 16.0 61,456 

当中間会計期間 
(自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日) 

環境設備 1,051 15,060 ― ― 16,111 

産業設備 11 22,597 1,947 7.9 24,556 

塗装設備 ― 10,136 6,269 38.2 16,405 

計 1,062 47,794 8,217 14.4 57,073 

地域 前中間会計期間(％) 当中間会計期間(％)

東アジア 56.6 45.9 

東南アジア 11.6 37.7 

その他 31.8 16.4 

計 100.0 100.0 

三菱自動車工業㈱ 
水島製作所向け4600工場 電着装置・塗装ブース・乾燥炉・作

業場新設 

Changan Ford Automobile 

Corporation Ltd.(中国) 

Changan Ford Automobile Corporation Ltd. 

能増工事２期 機材納入 

㈱大林組 
キヤノン㈱宇都宮光学機器事業所第７棟新築工事 空調換気設

備工事、衛生消火設備工事 

澁澤倉庫㈱ (仮称)澁澤シティプレイス永代新築工事 空調衛生設備工事 

戸田建設㈱ イオン志都呂ショッピングセンター 衛生空調設備工事 



当中間会計期間 請負金額10億円以上の主なもの 

３ 前中間会計期間及び当中間会計期間ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。 

  

(4) 手持工事高(平成17年９月30日現在) 

  

(注) 手持工事のうち請負金額20億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

  

マツダ㈱ Ｕ１塗装工場新設工事 

㈱大林組 広島エルピーダメモリ㈱Ｅ300第二ライン新築工事用力棟・動力

棟配管設備工事他 

トヨタ自動車㈱ トヨタ自動車九州第２工場塗装ライン 

清水建設㈱ (仮称)キヤノンプレシジョン㈱北和徳第二事業所新築工事 

空調・衛生設備工事 

大林組・西松建設共同企業体 キヤノン㈱取手事業所０４年Ａ―１棟 新築工事 

空調換気設備工事、衛生消火設備工事 

区分 
国内 海外 合計 

(B) 
(百万円) 

官公庁 
(百万円) 

民間
(百万円) 

(A)
(百万円) 

(A)／(B)
(％) 

環境設備 14,648 54,920 ― ― 69,568

産業設備 134 26,889 4,238 13.6 31,262

塗装設備 ― 11,274 15,654 58.1 26,929

計 14,783 93,084 19,893 15.6 127,760

阪急電鉄㈱ 梅田阪急ビル建替工事のうち機械設備工事 平成22年10月完成予定

三菱地所㈱ (仮称)東京ビル新築工事の内 空気調和設備工事 平成17年10月完成予定

鹿島建設㈱ 富士写真フイルム㈱ＣＬ計画空調設備工事、 

衛生設備工事、エネルギー棟機械設備工事 

平成18年３月完成予定

富士重工業㈱ 群馬・矢島工場ＲＮ計画塗装ブース設置工事 平成19年10月完成予定

大成建設㈱ ザ・ペニンシュラ東京新築工事 空調設備工事 平成19年５月完成予定



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における研究開発費は377百万円でありました。 

子会社においては、研究開発活動は特段行なわれておりません。 

当社については、以下のとおりであります。 

  

研究開発センター(神奈川県)、座間技術センター(神奈川県)の２研究開発組織において、空調設備及び塗装設備の

各分野における技術開発を活発に実施し、多くの成果を得ました。 

  

主な研究開発 

○大風量型回転弁式RTO(蓄熱式燃焼装置) 

平成18年度からVOC規制が開始され、自動車塗装ブース排気中のVOC値は400ppmC以下にすることが義務付けられ

ます。それとともに、塗装ブース排気処理にはVOC処理性能とともに高い臭気処理性能が求められる傾向にありま

す。塗装ブースに限らず他産業においても、大風量対応可能なRT0に対するニーズは高まっています。 

臭気処理性能の高い回転弁式RT0(～400N㎥/min)は、昨年度より販売を開始し現在までに４基の納入実績を上げ

ていますが、このたびMAX2,000N㎥/minまで対応可能な大風量型回転弁式RT0の開発を完了しました。 

本機の特徴は、大幅な低圧損化によって大風量化を達成している点にあり、これによって従来の二塔切替弁式

と同等規模まで単機で対応可能となりました。 

平成17年９月から販売を開始し、今冬季に1,000N㎥/min機を２基納入予定であります。 

VOC規制強化の中で、自動車の塗装工程とともに印刷・化学製品製造工程、半導体の洗浄工程などで拡販活動を

強化し、RTO全体で年間50億円の受注を目指しております。 

  

○フッ素排水高度処理装置 

当社は、従来より排気処理装置の開発を手がけてきましたが、環境技術の領域拡大策として、このたび排水処

理装置であるフッ素高度処理装置を開発しました。 

本装置は特殊な晶析剤(商品名ノボロック：下関三井化学㈱)を採用し、排水中に含まれるフッ素をリサイクル

可能なフッ化アパタイトの結晶とすることで排水からフッ素を除去できます。 

本装置の特徴は、前段に中間処理を配置した固定床式晶析処理を実現させ、低消費エネルギーと高度処理の両

立を可能にした点にあります。 

 (本処理方式は㈱オズワン(代表者：石田冴子)との共同開発) 

   ＜処理性能＞ 入口フッ素濃度 20～40mg/L(40mg/L以上は前処理装置を付属) 

          出口フッ素濃度 ８mg/L未満(新基準をクリア) 

中小規模の事業場を対象とし、前処理装置を一体化させることで一次処理されていない排水にも対応可能にな

ります。 

プロトタイプ機での実証試験は完了しており、今後、実機モデルのフィールド試験を経て、来年度より販売を

開始します。 

  



○行路差利用空調機用消音器 

本器は主に高層ビル基準階で多く使用される10,000㎥/hクラスの空調機用に開発したチャンバ型の消音器であ

ります。行路差による消音の原理を利用して低周波を効果的に消音する新しい発想の消音器であり、空調機の吐

出部、吸込部に各１台取り付けることで、他の消音装置を追加せずに室内側のNC-40達成を可能にしております。

本消音器は5,000㎥/hから13,000㎥/hの風量で使用でき、送風機の騒音特性に合わせ63Hz用、125Hz用、63Hz＋

125Hzの両帯域用から選択できます。 

１台で必要減音量を得ることができるため、空調ダクト系のシンプル化、合理化が可能で、イニシャルコス

ト、取付コストを低減するとともに通風抵抗を低減し、省エネ、C02削減を実現しています。またレンタブル比向

上のために空調機械室面積を抑えたいという施主の要望へも、居住環境を保ちながら応えることができます。 

本消音器は、平成17年竣工の高層ビルの「東京ビル」(地下４階地上33階)に採用され、真価を発揮しました。 

なお、本消音器は10月から一般向けに販売を開始しております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 37,982,009 37,982,009
東京証券取引所
（市場第一部） 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 37,982,009 37,982,009 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年９月30日 ― 37,982,009 ― 6,455 ― 7,297



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 同社の持株数には投資信託分833千株、年金信託分339千株が含まれております。 

２ 同社の持株数には投資信託分444千株、年金信託分692千株が含まれております。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式365株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ノーザン トラスト カンパニ
ー(エイブイエフシー)サブ ア
カウント アメリカン クライ
アント 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

東京都中央区日本橋３―11―１ 3,155 8.31

株式会社建材社 兵庫県芦屋市浜町14―２―308 2,000 5.26

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)(注)１ 

東京都中央区晴海１―８―11 1,599 4.21

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)(注)２ 

東京都港区浜松町２―11―３ 1,488 3.92

上 西 圭 治 兵庫県芦屋市浜町12―14 1,401 3.69

ノーザン トラスト カンパニ
ー エイブイエフシー リ ユ
ーエス タックス エクゼンプ
テド ペンション ファンズ 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

東京都中央区日本橋３―11―１ 1,227 3.23

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３―５―12 1,202 3.17

上 西 瑠璃子 東京都世田谷区新町３―28―11 1,089 2.87

有限会社第二建材社 東京都世田谷区新町３―28―11 1,000 2.63

大気社協力会社持株会 東京都新宿区西新宿２―６―１ 997 2.62

計 ― 15,159 39.91

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式  60,000

―
権利内容に何ら限定のない当社に 
おける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式
37,677,000 

37,677 同上

単元未満株式 普通株式 245,009 ― 同上

発行済株式総数 37,982,009 ― ― 

総株主の議決権 ― 37,677 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社大気社 

東京都新宿区西新宿 
２―６―１ 

60,000 ― 60,000 0.16

計 ― 60,000 ― 60,000 0.16

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,510 1,498 1,535 1,546 1,655 1,872

最低(円) 1,388 1,358 1,360 1,500 1,450 1,565



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14

号)に準じて記載しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じ

て記載しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、中央青山監査法人の中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金預金 22,335 17,283 21,570 

 ２ 受取手形及び 
   完成工事未収入金 

59,969 58,357 66,741 

 ３ 未成工事支出金及び 
   材料貯蔵品 

29,868 33,805 22,405 

 ４ その他 9,578 10,581 6,839 

   貸倒引当金 △237 △301 △242 

    流動資産合計 121,514 80.7 119,726 77.7 117,314 78.9

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１ 7,200 7,582 7,598 

 ２ 無形固定資産 881 596 705 

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 17,834 23,204 20,032 

  (2) その他 3,745 3,143 3,302 

    貸倒引当金 △587 △185 △275 

    投資その他の資産計 20,992 26,162 23,059 

    固定資産合計 29,074 19.3 34,341 22.3 31,363 21.1

資産合計 150,589 100.0 154,068 100.0 148,677 100.0

      



  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形及び工事未払金 55,213 55,271 60,252 

 ２ 短期借入金 1,769 3,550 2,352 

 ３ 未払法人税等 1,426 301 1,864 

 ４ 未成工事受入金 17,667 13,002 7,732 

 ５ 完成工事補償引当金 102 66 144 

 ６ 受注工事損失引当金 ― 70 181 

 ７ その他 8,419 7,171 5,059 

    流動負債合計 84,599 56.2 79,435 51.5 77,588 52.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 318 573 312 

 ２ 退職給付引当金 1,646 2,553 2,070 

 ３ 役員退職慰労引当金 791 561 851 

 ４ その他 855 2,729 1,460 

    固定負債合計 3,611 2.4 6,418 4.2 4,694 3.1

   負債合計 88,210 58.6 85,854 55.7 82,283 55.3

    

(少数株主持分)   

少数株主持分 1,936 1.3 2,155 1.4 2,210 1.5

    

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 6,455 4.3 6,455 4.2 6,455 4.3

Ⅱ 資本剰余金 7,297 4.8 7,716 5.0 7,716 5.2

Ⅲ 利益剰余金 45,539 30.2 46,451 30.2 46,778 31.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 4,146 2.8 6,969 4.5 5,117 3.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 △1,653 △1.1 △1,467 △1.0 △1,820 △1.2

Ⅵ 自己株式 △1,342 △0.9 △66 △0.0 △63 △0.0

資本合計 60,442 40.1 66,058 42.9 64,184 43.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

150,589 100.0 154,068 100.0 148,677 100.0

      



② 【中間連結損益計算書】 
  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 完成工事高    83,176 100.0 82,911 100.0   196,139 100.0

Ⅱ 完成工事原価    73,474 88.3 74,891 90.3   176,519 90.0

完成工事総利益    9,701 11.7 8,019 9.7   19,620 10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,466 7.8 6,685 8.1   13,918 7.1

営業利益    3,235 3.9 1,334 1.6   5,702 2.9

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   85   109 197   

 ２ 受取配当金   143   190 204   

 ３ 受取保険配当金   128   109 135   

 ４ 不動産賃貸料   77   76 164   

 ５ 連結調整勘定償却額   3   ― 3   
 ６ 持分法による 
   投資利益   ―   0 0   

 ７ 為替差益   139   0 3   

 ８ その他   34 611 0.7 53 539 0.6 209 918 0.4

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   29   56 78   

 ２ 不動産賃貸費   85   73 118   
 ３ 持分法による 
   投資損失   2   ― ―   

 ４ 貸倒引当金繰入額   ―   5 ―   

 ５ その他   16 133 0.1 44 178 0.2 68 265 0.1

   経常利益    3,713 4.5 1,694 2.0   6,355 3.2

Ⅵ 特別利益          

 １ 貸倒引当金戻入額   4   11 22   

 ２ 投資有価証券売却益   55   31 313   

 ３ 固定資産処分益 ※２ 34   110 50   

 ４ 国庫補助金収入   ― 94 0.1 ― 153 0.2 46 432 0.2

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産処分損   5   10 18   

 ２ 減損損失 ※３ 181   ― 181   

 ３ 投資有価証券評価損   47   ― 55   
 ４ ゴルフ会員権等 
   評価損   7   4 18   

 ５ その他   ― 241 0.3 ― 15 0.0 18 291 0.1

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益    3,566 4.3 1,832 2.2   6,496 3.3

  法人税、住民税及び 
  事業税   1,613   527 3,560   

  法人税等調整額   △148 1,464 1.8 389 917 1.1 △883 2,677 1.4

  少数株主利益    206 0.2 209 0.2   502 0.2

  中間(当期)純利益    1,894 2.3 706 0.9   3,316 1.7

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,297 7,716   7,297

Ⅱ 資本剰余金増加高     

   自己株式処分差益 ― ― ― ― 419 419

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  7,297 7,716   7,716

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   44,454 46,778   44,454

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   中間(当期)純利益 1,894 1,894 706 706 3,316 3,316

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 株主配当金 734 948 918 

２ 取締役賞与金 55 50 55 

３ その他 20 810 34 1,032 19 993

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  45,539 46,451   46,778

      



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益 

 3,566 1,832 6,496

 ２ 減価償却費  455 477 948

 ３ 減損損失  181 ― 181

 ４ 貸倒引当金の増加額又は 
   減少額(△) 

 △53 89 △30

 ５ 退職給付引当金の増加額  426 482 851

 ６ 役員退職慰労引当金の 
   増加額又は減少額(△) 

※１ 51 △290 111

 ７ 受取利息及び受取配当金  △228 △299 △401

 ８ 支払利息  29 56 78

 ９ 投資有価証券売却益  △55 △31 △313

 10 有形固定資産・ 
   無形固定資産処分益 

 △34 △110 △50

 11 投資有価証券評価損  47 ― 55

 12 ゴルフ会員権等評価損  7 4 18

 13 売上債権の減少額  7,839 8,808 943

 14 たな卸資産の増加額(△) 
   又は減少額 

 △4,857 △11,330 2,608

 15 立替金の増加額(△) 
   又は減少額 

 742 △160 488

 16 営業外受取手形の 
   増加額(△)又は減少額 

 99 △73 201

 17 未収入金の増加額(△) 
   又は減少額 

 186 214 △159

 18 仕入債務の増加額 
   又は減少額(△) 

 △4,511 △5,381 662

 19 未成工事受入金の増加額 
   又は減少額(△) 

 5,250 5,077 △4,590

 20 立替支払手形の減少額(△)  △1,158 △33 △1,283

 21 未払消費税等の増加額 
   又は減少額(△) 

 84 △1,150 599

 22 預り金の増加額 
   又は減少額(△) 

 413 158 △665

 23 未払費用の増加額 
   又は減少額(△) 

※１ 93 △378 237

 24 その他  △1,105 △807 77

小計  7,469 △2,846 7,064

 25 利息及び配当金の受取額  228 302 391

 26 利息の支払額  △35 △52 △78

 27 法人税等の支払額  △2,051 △2,151 △3,613

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 5,610 △4,748 3,764



  

  
(注) ※１の科目については、当中間連結会計期間より新たに区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度についても「その他」から組み替えております。 

  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

 １ 定期預金の預入れによる 
   支出 

 △215 △161 △157

 ２ 定期預金の払戻による収入  185 157 185

 ３ 有形固定資産・無形固定資 
   産の取得による支出 

 △508 △422 △1,118

 ４ 有形固定資産・無形固定資 
   産の売却による収入 

 179 154 88

 ５ 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △227 △360 △906

 ６ 投資有価証券の売却による 
   収入 

 65 367 596

 ７ 保険積立金の取得による 
   支出 

 △9 △13 △33

 ８ 保険積立金の取崩による 
   収入 

 11 98 231

 ９ その他  △18 △27 △144

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △535 △207 △1,259

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

 １ 短期借入金の純増加額  44 1,106 614

 ２ 長期借入れによる収入  320 400 420

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出 

 △102 △111 △134

 ４ 自己株式の取得による支出  △12 △3 △26

 ５ 自己株式の売却による収入  ― ― 1,713

 ６ 配当金の支払額  △734 △948 △918

 ７ 少数株主への 
   配当金の支払額 

 △220 △288 △231

 ８ 少数株主による株式の 
   払込額 

 10 ― 10

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △694 155 1,447

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 138 508 △140

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額(△) 

 4,519 △4,292 3,812

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 17,601 21,413 17,601

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 22,120 17,121 21,413

    



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 連結子会社数   27社 

主要な連結子会社名 

サンエス工業㈱ 

TKS Industrial Company 

Taikisha(Thailand)Co., 

Ltd. 

五洲大気社工程有限公司 

 当中間連結会計期間より

新たに下記１社を連結対象

としました。これは新規設

立によるものであります。 

P.T.Taikisha 

Manufacturing 

Indonesia 

 連結子会社数   26社 

主要な連結子会社名 

サンエス工業㈱ 

TKS Industrial Company 

Taikisha(Thailand)Co., 

Ltd. 

五洲大気社工程有限公司 

  

 連結子会社数   26社 

 主要な連結子会社名は

「第１企業の概況 ４関係

会社の状況」に記載のとお

りであります。 

 当連結会計年度より新た

に下記１社を連結対象とし

ました。これは新規設立に

よるものであります。 

P.T.Taikisha 

Manufacturing 

Indonesia 

 また、下記１社は清算を

結了したため、当連結会計

年度より連結の範囲から除

外しております。 

Taikisha  

Argentina S.A. 

  非連結子会社名 

Taikisha Espana S.A. 

 非連結子会社は、小規模

会社であり、総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりま

せん。 

非連結子会社名 

Taikisha Espana S.A. 

 非連結子会社は、小規模

会社であり、総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりま

せん。 

非連結子会社名 

Taikisha Espana S.A. 

 非連結子会社は、小規模

会社であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりませ

ん。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用の関連会社名 

北京五洲大気社設備 

有限公司 

持分法非適用の非連結子会

社名及び関連会社名 

Taikisha Espana S.A. 

㈲大気社甲南サービス 

Makiansia 

Engineering  

(M) Sdn.Bhd. 

上海東波大気輸送系統

設備有限公司 

天津東椿大気塗装輸送

系統設備有限公司 

 非連結子会社及び持分法

非適用関連会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の

適用から除外しておりま

す。 

持分法適用の関連会社名 

北京五洲大気社設備 

有限公司 

持分法非適用の非連結子会

社名及び関連会社名 

Taikisha Espana S.A. 

Makiansia 

Engineering  

(M) Sdn.Bhd. 

上海東波大気輸送系統

設備有限公司 

天津東椿大気塗装輸送

系統設備有限公司 

 非連結子会社及び持分法

非適用関連会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の

適用から除外しておりま

す。 

持分法適用の関連会社名 

北京五洲大気社設備 

有限公司 

持分法非適用の非連結子会

社名及び関連会社名 

Taikisha Espana S.A. 

㈲大気社甲南サービス 

Makiansia 

Engineering  

(M) Sdn.Bhd. 

上海東波大気輸送系統

設備有限公司 

天津東椿大気塗装輸送

系統設備有限公司 

 非連結子会社及び持分法

非適用関連会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の

適用から除外しておりま

す。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

 海外連結子会社のうち、

Taikisha Engineering (M)

Sdn. Bhd. 及び Taikisha 

Engineering India Ltd.を

除く20社の中間決算日は６

月30日であります。中間連

結財務諸表作成に当たっ

て、この20社については、

同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しておりま

す。ただし、７月１日から

中間連結決算日９月30日ま

での期間に発生した重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

 海外連結子会社のうち、

Taikisha Engineering (M)

Sdn. Bhd. 及び Taikisha 

Engineering India Ltd.を

除く19社の中間決算日は６

月30日であります。中間連

結財務諸表作成に当たっ

て、この19社については、

同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しておりま

す。ただし、７月１日から

中間連結決算日９月30日ま

での期間に発生した重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

 海外連結子会社のうち、

Taikisha Engineering (M)

Sdn. Bhd. 及び Taikisha 

Engineering India Ltd.を

除く19社の決算日は12月31

日であります。連結財務諸

表作成に当たって、この19

社については、同決算日現

在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、１月１日

から連結決算日３月31日ま

での期間に発生した重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

      

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

  

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

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 

    

デリバティブ 

時価法 

  

デリバティブ 

同左 

  

デリバティブ 

同左 

    

たな卸資産 

①未成工事支出金 

個別法による原価法 

②材料貯蔵品 

移動平均法による低価

法 

  

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

②材料貯蔵品 

同左 

  

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

②材料貯蔵品 

同左 

  

(2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

  

有形固定資産 

 主として定率法(ただ

し、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属

設備を除く)は定額法)を採

用し、一部の在外連結子会

社は定額法を採用しており

ます。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

  

有形固定資産 

同左 

  

有形固定資産 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  無形固定資産 
 定額法を採用しておりま
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。 

無形固定資産 
 同左 

無形固定資産 
 同左 

  
(3) 重要な引当金の計

上基準 

  
貸倒引当金 
 完成工事未収入金等の債
権の貸倒による損失に備え
るため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を
計上しております。 

  
貸倒引当金 
 同左 

  
貸倒引当金 
 同左 

    
完成工事補償引当金 
 完成工事の補修による損
失に備えるため、過去の実
績率に基づいて計上してお
ります。 

  
完成工事補償引当金 
 同左 

  
完成工事補償引当金 
 同左 

    
――――― 

  
受注工事損失引当金 
 受注工事の損失に備える
ため、手持工事のうち損失
の発生の可能性が高く、か
つ、その金額を合理的に見
積もることができる工事に
ついて、当該見積額を計上
しております。 

  
受注工事損失引当金 
 同左 

    
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。 
 なお、未認識の数理計算
上の差異については、発生
年度の翌年から10年間にわ
たり定額法により費用処理
することにしております。 
 また、未認識の過去勤務
債務については、10年によ
る按分額を償却処理してお
ります。 

  
退職給付引当金 
 同左 

  
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、当連結会計年度末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しておりま
す。 
 なお、未認識の数理計算
上の差異(6,518百万円)に
ついては、発生年度の翌年
から10年間にわたり定額法
により費用処理することに
しております。 
 また、未認識の過去勤務
債務(572百万円)について
は、10年による按分額を償
却処理しております。 
 また、当社及び一部国内
連結子会社は、総合設立代
行型の厚生年金基金に加入
しているため、当該年金基
金への要拠出額を退職給付
費用として処理しておりま
す。掛金の拠出割合により
計算した当連結会計年度末
現在の年金資産は7,951百
万円であります。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社

は、役員に対する退職慰労

金支出に備えるため、内規

に基づく必要額の100％を

計上しております。 

役員退職慰労引当金 

 同左 

役員退職慰労引当金 

 同左 

  

(4) 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、主

として通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

 同左 

  

 同左 

  

(5) 重要なヘッジ会計

の方法 

  

①ヘッジ会計の方法 

 為替予約については、

振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を

採用しております。 

  

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…先物為替予

約 

ヘッジ対象…外貨建債

権・債務及

び外貨建予

定取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

  ③ヘッジ方針 

 為替予約は成約時に為

替変動リスクを回避する

ために行っており、投機

的な取引は行わない方針

であります。 

③ヘッジ方針 

 同左 

③ヘッジ方針 

 同左 

  

(6) その他中間連結財

務諸表(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 

 当社及び国内連結子会社

は、消費税等に相当する額

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、それぞれ

流動資産の「その他」及び

流動負債の「その他」に含

めて両建表示しておりま

す。 

  

消費税等の会計処理 

 同左 

  

消費税等の会計処理 

 当社及び国内連結子会社

は、消費税等に相当する額

の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

５ 中間連結(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、要求払預金及

び取得日から３か月以内に

満期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

ない短期的な投資を計上し

ております。 

 同左  同左 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)が平成16年３月31日

に終了する連結会計年度から適用で

きることになったことに伴い、当中

間連結会計期間から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が181百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改定後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益が181百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が63百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が

63百万円減少しております。 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が123百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が123百万円減少しております。 



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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

8,395百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

8,696百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

8,525百万円 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社の金融機関借入金等について

保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社等の金融機関借入金等につい

て保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社の金融機関借入金等について

保証を行っております。 

   上記のうち、外貨建保証債務 

従業員 112百万円

上海東波大気 
輸送系統設備 
有限公司 

96 

天津東椿大気 
塗装輸送系統 
設備有限公司 

100 

計 308 

        千 (円貨)

中国元 14,700 196百万円    上記のうち、外貨建保証債務 

従業員 102百万円

上海東波大気
輸送系統設備 
有限公司 

209

天津東椿大気
塗装輸送系統 
設備有限公司 

90

PFI九大馬出
総合研究棟㈱ 

64

計 467

       千 (円貨)

中国元 21,500 300百万円

   上記のうち、外貨建保証債務 

従業員 107百万円

上海東波大気 
輸送系統設備 
有限公司 

210 

天津東椿大気 
塗装輸送系統 
設備有限公司 

96 

計 414 

      千 (円貨)

中国元 23,700 306百万円

 ３ このほか、受取手形裏書譲渡 

  高         49百万円 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

            26百万円 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 

            26百万円 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ このうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１ このうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※１ このうち、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 

2,397百万円

退職給付費用 473 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

59 

貸倒引当金 
繰入額 

26 

従業員給料 
手当 

2,432百万円

退職給付費用 472

役員退職慰労
引当金繰入額

59

貸倒引当金 
繰入額 

86

従業員給料 
手当 

5,451百万円

退職給付費用 946 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

119 

貸倒引当金 
繰入額 

81 

※２    ――――― 

  

※２ 固定資産処分益の主なもの

は、土地の売却によるものであ

ります。 

※２    ――――― 

  

※３ 減損損失 

   当社グループは、その資産に

つき事業に供しているか否かを

資産グルーピングの基礎として

おります。事業に供している資

産は事業用資産としてまとめて

一つの資産グループとして評価

しております。一方、賃貸目的

で使用されている資産及び将来

の用途が定まっていない遊休資

産は非事業用資産とし、それら

の資産は個々の資産ごとに評価

しております。 

   計上した減損損失181百万円

のうち、主なものは以下のとお

りであります。 

  

主な 
用途 種類 場所 減損 

損失 
非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
北区 78百万円

非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
台東区 20 

非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
渋谷区 10 

非事業用 
資産 
(遊休 
土地) 

土地 福島県 
岩瀬郡 25 

非事業用 
資産 
(遊休 
土地) 

土地 長野県 
北佐久郡 16 

※３    ――――― 

  

※３ 減損損失 

   当社グループは、その資産に

つき事業に供しているか否かを

資産グルーピングの基礎として

おります。事業に供している資

産は事業用資産としてまとめて

一つの資産グループとして評価

しております。一方、賃貸目的

で使用されている資産及び将来

の用途が定まっていない遊休資

産は非事業用資産とし、それら

の資産は個々の資産ごとに評価

しております。 

   計上した減損損失181百万円

のうち、主なものは以下のとお

りであります。 

  

主な
用途 種類 場所 減損 

損失 
非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
北区 78百万円

非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
台東区 20 

非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
渋谷区 10 

非事業用
資産 
(遊休 
土地) 

土地
福島県 
岩瀬郡 25 

非事業用
資産 
(遊休 
土地) 

土地
長野県 
北佐久郡 16 



  

  

(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   賃貸不動産及び遊休不動産価

値が大幅に下落したことによ

り、土地はその帳簿価額を回収

可能価額まで、また建物はその

帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額(土地104百万

円、建物77百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。 

   なお、これらの資産グループ

の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、近隣相場

(主に路線価等)により評価して

おります。 

     賃貸不動産及び遊休不動産価

値が大幅に下落したことによ

り、土地はその帳簿価額を回収

可能価額まで、また建物はその

帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額(土地104百万

円、建物77百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。 

   なお、これらの資産グループ

の回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、近隣相場

(主に路線価等)により評価して

おります。 

 ４ 当社グループの完成工事高

は、通常の営業の形態として、

上半期に比べ下半期に完成する

工事の割合が大きいため、連結

会計年度の上半期の完成工事高

と下半期の完成工事高との間に

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。 

 ４ 同左  ４   ―――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金預金 22,335百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△215 

現金及び現金 
同等物 

22,120 

現金預金 17,283百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△161

現金及び現金
同等物 

17,121

現金預金 21,570百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△157 

現金及び現金
同等物 

21,413 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

 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)

工具器具 
・備品 

179 118 60

その他 221 118 103

合計 401 237 164

  
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)

工具器具 
・備品 

431 107 324

その他 337 85 252

合計 768 192 576

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)

工具器具
・備品 

320 68 251

その他 298 82 216

合計 618 150 467

      

 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 53百万円

１年超 110 

 計 164 

１年内 161百万円

１年超 415 

 計 576 

１年内 124百万円

１年超 343 

 計 467 

 なお、取得価額相当額及び未

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。 

 同左  なお、取得価額相当額及び未

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支払リース料及び減価償却費相

当額 

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 38百万円

減価償却費相当額 38 

支払リース料 85百万円

減価償却費相当額 85 

支払リース料 77百万円

減価償却費相当額 77 

 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 

２ オペレーティング・リース取引

に係る未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引

に係る未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引

に係る未経過リース料 

１年内 55百万円

１年超 30 

 計 85 

１年内 94百万円

１年超 109 

 計 204 

１年内 74百万円

１年超 112 

 計 187 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) その他有価証券で時価のある株式について47百万円減損処理を行っております。なお、当該株式の減損処理にあたっては、

時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄については、１年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限

り減損処理を実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、過去１年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必

要と認められた金額について減損処理を実施しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) その他有価証券で時価のある株式についての減損処理はありません。なお、当該株式の減損処理にあたっては、時価が取得

原価に比べて50％以上下落した銘柄については、１年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理

を実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、過去１年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認めら

れた金額について減損処理を実施しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

区分 
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) 

その他有価証券  

  株式 7,981 15,048 7,067

  債券  

    その他 700 627 △72

  その他 498 490 △8

合計 9,180 16,166 6,986

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,666百万円

 非上場外国債券 1 

区分 
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) 

その他有価証券  

  株式 8,197 20,001 11,803

  債券  

    その他 700 645 △54

  その他 498 495 △3

合計 9,396 21,141 11,745

その他有価証券  

 非上場株式 1,683百万円

 非上場外国債券 102 



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) その他有価証券で時価のある株式について47百万円減損処理を行っております。なお、当該株式の減損処理にあたっては、

時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄については、１年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限

り減損処理を実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、過去１年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必

要と認められた金額について減損処理を実施しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

区分 
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) 

その他有価証券  

  株式 8,193 16,835 8,641

  債券  

    その他 700 656 △43

  その他 498 499 0

合計 9,391 17,991 8,599

その他有価証券  

 非上場株式 1,686百万円

 非上場外国債券 124 



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

該当事項はありません。 

 なお、先物為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

(注) １ 時価の算定方法 

  先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の対象から

除いております。 

３ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 なお、先物為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

種類 
契約額等
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

為替予約取引  

  買建  

    日本円 216 205 △11

計 216 205 △11



(セグメント情報) 

【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16年４月１日 至平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至

平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)については、当社及び連結子会

社の事業内容は、設備工事業及び関連する事業を行っているので、この事業以外に開示の対象とするセグメントは

ありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

  

  
日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南
アジア 
(百万円) 

東アジア
(百万円) 

その他の
地域 
(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 

60,179 4,665 10,805 4,644 2,881 83,176 ― 83,176

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,617 6 77 448 25 3,175 (3,175) ―

計 62,797 4,672 10,883 5,092 2,906 86,352 (3,175) 83,176

営業費用 61,088 3,847 10,728 4,786 2,675 83,125 (3,184) 79,941

営業利益 1,708 824 154 306 231 3,226 9 3,235

  
日本 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南
アジア 
(百万円) 

東アジア
(百万円) 

その他の
地域 
(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 

56,729 5,553 11,731 6,126 2,771 82,911 ― 82,911

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

1,675 3 32 60 17 1,789 (1,789) ―

計 58,405 5,556 11,764 6,186 2,788 84,701 (1,789) 82,911

営業費用 58,121 5,171 11,780 5,967 2,495 83,535 (1,958) 81,577

営業利益又は 
営業損失(△) 

284 385 △16 219 293 1,166 168 1,334



前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ、カナダ 

(2) 東南アジア………シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム 

(3) 東アジア…………中国、台湾、韓国 

(4) その他の地域……イギリス、インド 

  

  

  
日本
(百万円) 

北米 
(百万円) 

東南
アジア 
(百万円)

東アジア
(百万円)

その他の
地域 
(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 

140,867 11,091 23,161 13,792 7,226 196,139 ― 196,139

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

5,368 20 184 993 39 6,606 (6,606) ―

計 146,236 11,112 23,345 14,785 7,265 202,745 (6,606) 196,139

営業費用 143,741 10,246 22,783 13,831 6,548 197,151 (6,713) 190,437

営業利益 2,495 865 561 954 717 5,594 107 5,702



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 
  

  

当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 
  

  

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ、カナダ 

(2) 東南アジア………シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム 

(3) 東アジア…………中国、台湾、韓国 

(4) その他の地域……前中間連結会計期間：イギリス、ハンガリー、インド 

当中間連結会計期間及び前連結会計年度：イギリス、ハンガリー、インド、パキスタン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,625 11,284 9,630 4,653 30,194

Ⅱ 連結売上高(百万円)     83,176

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.6 13.5 11.6 5.6 36.3

  北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,550 13,916 9,477 3,767 32,712

Ⅱ 連結売上高(百万円)     82,911

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.7 16.8 11.4 4.6 39.5

  北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,072 24,375 20,756 10,190 66,394

Ⅱ 連結売上高(百万円)     196,139

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.7 12.4 10.6 5.2 33.9



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額  1,645.52円 １株当たり純資産額  1,741.98円 １株当たり純資産額  1,691.14円 

１株当たり中間純利益   51.58円 １株当たり中間純利益  18.62円 １株当たり当期純利益   88.69円 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 1,894 706 3,316

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 50

(うち利益処分による取締役賞与金) 
(百万円) ― ― 50

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) 1,894 706 3,266

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,735 37,922 36,831



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金預金 6,980 8,404 10,941 

 ２ 受取手形 4,101 6,258 3,911 

 ３ 完成工事未収入金 43,460 38,723 51,430 

 ４ 未成工事支出金等 27,379 30,087 19,406 

 ５ 立替金 2,062 2,468 2,353 

 ６ その他 6,444 5,946 2,449 

   貸倒引当金 △185 △148 △125 

    流動資産合計 90,243 73.5 91,740 71.1 90,369 72.4

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１ 6,023 5,925 6,035 

 ２ 無形固定資産 866 584 691 

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 22,872 27,859 24,720 

  (2) その他 3,315 3,114 3,220 

    貸倒引当金 △505 △173 △196 

    投資その他の資産計 25,682 30,800 27,745 

    固定資産合計 32,572 26.5 37,310 28.9 34,472 27.6

   資産合計 122,815 100.0 129,051 100.0 124,841 100.0

    



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形 10,001 9,986 10,273 

 ２ 工事未払金 36,369 35,927 39,593 

 ３ 短期借入金 1,546 2,386 2,055 

 ４ 未払法人税等 1,066 128 1,473 

 ５ 未成工事受入金 7,764 7,853 3,445 

 ６ 完成工事補償引当金 102 66 144 

 ７ 受注工事損失引当金 ― 70 181 

 ８ その他 6,071 5,125 3,422 

    流動負債合計 62,922 51.2 61,545 47.7 60,590 48.6

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 318 573 312 

 ２ 退職給付引当金 1,448 2,351 1,883 

 ３ 役員退職慰労引当金 643 391 692 

 ４ その他 829 2,647 1,396 

    固定負債合計 3,239 2.7 5,964 4.6 4,285 3.4

   負債合計 66,161 53.9 67,509 52.3 64,875 52.0

    

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 6,455 5.3 6,455 5.0 6,455 5.2

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金 7,297 7,297 7,297 

 ２ その他資本剰余金 ― 419 419 

 資本剰余金合計 7,297 5.9 7,716 6.0 7,716 6.2

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金 1,613 1,613 1,613 

２ 任意積立金 33,993 34,774 33,993 

３ 中間(当期)未処分利益 4,510 4,095 5,150 

 利益剰余金合計 40,118 32.7 40,483 31.4 40,757 32.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金 4,126 3.3 6,952 5.4 5,100 4.1

Ⅴ 自己株式 △1,342 △1.1 △66 △0.1 △63 △0.1

資本合計 56,654 46.1 61,541 47.7 59,966 48.0

 負債資本合計 122,815 100.0 129,051 100.0 124,841 100.0

    



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 完成工事高    61,456 100.0 57,073 100.0   143,224 100.0

Ⅱ 完成工事原価    55,048 89.6 51,945 91.0   130,315 91.0

完成工事総利益    6,408 10.4 5,128 9.0   12,908 9.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    4,943 8.0 5,045 8.9   10,880 7.6

営業利益    1,464 2.4 82 0.1   2,028 1.4

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   10   19 25   

 ２ 受取配当金   596   725 1,026   

 ３ その他 ※１ 467 1,073 1.8 414 1,160 2.1 802 1,854 1.3

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   16   32 43   

 ２ その他 ※２ 84 100 0.2 93 125 0.2 138 181 0.1

経常利益    2,437 4.0 1,117 2.0   3,701 2.6

Ⅵ 特別利益    86 0.1 25 0.0   411 0.3

Ⅶ 特別損失 ※３  241 0.4 13 0.0   265 0.2

税引前中間(当期) 
純利益    2,283 3.7 1,130 2.0   3,846 2.7

法人税、住民税 
及び事業税   1,031   35 2,407   

法人税等調整額   △165 866 1.4 370 406 0.7 △800 1,606 1.1

中間(当期)純利益    1,417 2.3 724 1.3   2,240 1.6

前期繰越利益    3,093 3,371   3,093 

中間配当額    ― ―   183 

中間(当期)未処分利益    4,510 4,095   5,150 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法 

有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

    

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

  

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

  

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

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 

    

デリバティブ 

時価法 

  

デリバティブ 

同左 

  

  

デリバティブ 

同左 

    

たな卸資産 

①未成工事支出金 

個別法による原価法 

②材料貯蔵品 

移動平均法による低価

法 

  

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

②材料貯蔵品 

同左 

  

たな卸資産 

①未成工事支出金 

同左 

②材料貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10

年４月１日以降取得した建

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。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

有形固定資産 

 同左 

有形固定資産 

 同左 

    

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。 

  

無形固定資産 

 同左 

  

無形固定資産 

 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 完成工事未収入金等の債

権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

貸倒引当金 

 同左 

貸倒引当金 

 同左 

    

完成工事補償引当金 

 完成工事の補修による損

失に備えるため、過去の実

績率に基づいて計上してお

ります。 

  

完成工事補償引当金 

 同左 

  

完成工事補償引当金 

 同左 

    

―――――― 

  

受注工事損失引当金 

 受注工事の損失に備える

ため、手持工事のうち損失

の発生の可能性が高く、か

つ、その金額を合理的に見

積もることができる工事に

ついて、当該見積額を計上

しております。 

  

受注工事損失引当金 

 同左 

    

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

 なお、未認識の数理計算

上の差異については、発生

年度の翌年から10年間にわ

たり定額法により費用処理

することにしております。 

 また、未認識の過去勤務

債務については、10年によ

る按分額を償却処理してお

ります。 

  

退職給付引当金 

 同左 

  

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

 なお、未認識の数理計算

上の差異(6,446百万円)に

ついては、発生年度の翌年

から10年間にわたり定額法

により費用処理することに

しております。 

 また、未認識の過去勤務

債務(585百万円)について

は、10年による按分額を償

却処理しております。 

 また、当社は総合設立代

行型の厚生年金基金に加入

しているため、当該年金基

金への要拠出額を退職給付

費用として処理しておりま

す。掛金の拠出割合により

計算した当事業年度末現在

の年金資産は7,289百万円

であります。 

    

役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金

支出に備えるため、内規に

基づく必要額の100％を計

上しております。 

  

役員退職慰労引当金 

 同左 

  

役員退職慰労引当金 

 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 同左  同左 

５ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 為替予約については、

振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を

採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

①ヘッジ会計の方法 

 同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…先物為替予

約 

ヘッジ対象…外貨建債

権・債務及

び外貨建予

定取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

  ③ヘッジ方針 

 為替予約は成約時に為

替変動リスクを回避する

ために行っており、投機

的な取引は行わない方針

であります。 

③ヘッジ方針 

 同左 

③ヘッジ方針 

 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の

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、それぞれ

流動資産の「その他」及び

流動負債の「その他」に含

めて両建表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 



  
会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)が平成16年３月31日

に終了する事業年度から適用できる

ことになったことに伴い、当中間会

計期間から同会計基準及び同適用指

針を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が

181百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改定後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日)）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております 

 これにより税引前当期純利益が

181百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が63百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が63百万

円減少しております。 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が123百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が123

百万円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

5,532百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

5,778百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

5,649百万円 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社の金融機関借入金等について

保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社等の金融機関借入金等につい

て保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

   次のとおり従業員及び関係会

社の金融機関借入金等について

保証を行っております。 

  

  

  

従業員 112百万円

Taikisha  
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

1,198 

Taikisha  
Trading  
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

1 

Taikisha  
Engineering(M) 
Sdn.Bhd. 

4 

Taikisha  
Philippines 
Inc. 

291 

大気社香港 
有限公司 

71 

華気社(股)公司 30 

㈱韓国大気社 319 
Taikisha  
Engineering  
India Ltd. 

431 

上海東波大気 
輸送系統設備 
有限公司 

96 

天津東椿大気 
塗装輸送系統 
設備有限公司 

100 

計 2,658 

  

  

従業員 102百万円

Taikisha 
(Singapore)
Pte.Ltd. 

874

Taikisha 
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

1,553

Taikisha 
Philippines 
Inc. 

105

大気社香港
有限公司 

35

華気社(股)
公司 

1,075 

㈱韓国大気社 695 
Taikisha 
Engineering  
India Ltd. 

907

PT. Taikisha 
Manufacturing 
Indonesia 

71

上海東波大気
輸送系統設備 
有限公司 

209

天津東椿大気
塗装輸送系統 
設備有限公司 

90

PFI九大馬出
総合研究棟㈱ 

64

計 5,785 

  

  

  

従業員 107百万円

Taikisha  
(Singapore) 
Pte.Ltd. 

446 

Taikisha  
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

1,359 

Taikisha  
Philippines 
Inc. 

159 

大気社香港 
有限公司 

22 

華気社(股)公司 430 

㈱韓国大気社 867 
Taikisha  
Engineering  
India Ltd. 

783 

上海東波大気 
輸送系統設備 
有限公司 

210 

天津東椿大気 
塗装輸送系統 
設備有限公司 

96 

計 4,483 

   上記のうち、主な外貨建保証

債務 

   上記のうち、主な外貨建保証

債務 

   上記のうち、主な外貨建保証

債務 

  千 (円貨)

タイ 
バーツ 

400,022 1,072百万円

インド 
ルピー 

178,466 431 

  百万 (円貨)

タイ 
バーツ 

557 1,539百万円

ニュー 
台湾 
ドル 

314 1,075

百万 (円貨)

タイ
バーツ

460 1,261百万円

韓国
ウォン

8,210 867 

インド
ルピー

318 783 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

※１ 営業外収益「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

※１ 営業外収益「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

受取保険配当金 127百万円
不動産賃貸料 157 
為替差益 68 

受取保険配当金 109百万円
不動産賃貸料 152 
    

不動産賃貸料 311百万円
技術指導料 176 

※２ 営業外費用「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

※２ 営業外費用「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

※２ 営業外費用「その他」のうち
金額が重要なものは次のとおり
であります。 

不動産賃貸費 76百万円 不動産賃貸費 71百万円 不動産賃貸費 110百万円
※３ 減損損失 
   当社グループは、その資産に

つき事業に供しているか否かを
資産グルーピングの基礎として
おります。事業に供している資
産は事業用資産としてまとめて
一つの資産グループとして評価
しております。一方、賃貸目的
で使用されている資産及び将来
の用途が定まっていない遊休資
産は非事業用資産とし、それら
の資産は個々の資産ごとに評価
しております。 

   計上した減損損失181百万円
のうち、主なものは以下のとお
りであります。 
主な 
用途 種類 場所 減損 

損失 
非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
北区 78百万円

非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
台東区 20 

非事業用 
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び 
建物 

東京都 
渋谷区 10 

非事業用 
資産 
(遊休 
土地) 

土地 福島県 
岩瀬郡 25 

非事業用 
資産 
(遊休 
土地) 

土地 長野県 
北佐久郡 16 

※３    ――――― 
  

※３減損損失 
   当社は、その資産につき事業

に供しているか否かを資産グル
ーピングの基礎としておりま
す。事業に供している資産は事
業用資産としてまとめて一つの
資産グループとして評価してお
ります。一方、賃貸目的で使用
されている資産及び将来の用途
が定まっていない遊休資産は非
事業用資産とし、それらの資産
は個々の資産ごとに評価してお
ります。 

   計上した減損損失181百万円
のうち、主なものは以下のとお
りであります。 
主な
用途 種類 場所 減損 

損失 
非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
北区 78百万円

非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
台東区 20 

非事業用
資産 
(賃貸マン
ション) 

土地及び
建物 

東京都 
渋谷区 10 

非事業用
資産 
(遊休 
土地) 

土地
福島県 
岩瀬郡 25 

非事業用
資産 
(遊休 
土地) 

土地
長野県 
北佐久郡 16 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   賃貸不動産及び遊休不動産価
値が大幅に下落したことによ
り、土地はその帳簿価額を回収
可能価額まで、また建物はその
帳簿価額を備忘価額まで減額
し、当該減少額(土地104百万
円、建物77百万円)を減損損失
として特別損失に計上しており
ます。 

   なお、これらの資産グループ
の回収可能価額は正味売却価額
により測定しており、近隣相場
(主に路線価等)により評価して
おります。 

     賃貸不動産及び遊休不動産価
値が大幅に下落したことによ
り、土地はその帳簿価額を回収
可能価額まで、また建物はその
帳簿価額を備忘価額まで減額
し、当該減少額(土地104百万
円、建物77万円)を減損損失と
して特別損失に計上しておりま
す。 

   なお、これらの資産グループ
の回収可能価額は正味売却価額
により測定しており、近隣相場
(主に路線価等)により評価して
おります。 

 ４ 当社の完成工事高は、通常の
営業の形態として、上半期に比
べ下半期に完成する工事の割合
が大きいため、事業年度の上半
期の完成工事高と下半期の完成
工事高との間に著しい相違があ
り、上半期と下半期の業績に季
節的変動があります。 

   当中間会計期間末に至る１年
間の完成工事高は次のとおりで
あります。 

 ４ 当社の完成工事高は、通常の
営業の形態として、上半期に比
べ下半期に完成する工事の割合
が大きいため、事業年度の上半
期の完成工事高と下半期の完成
工事高との間に著しい相違があ
り、上半期と下半期の業績に季
節的変動があります。 

   当中間会計期間末に至る１年
間の完成工事高は次のとおりで
あります。 

 ４    ――――― 

前事業年度 
下半期 

90,280百万円

当中間会計 
期間 

61,456 

計 151,737 

前事業年度 
下半期 

81,767百万円

当中間会計 
期間 

57,073 

計 138,840 

  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 149百万円

無形固定資産 193 

有形固定資産 151百万円

無形固定資産 204 

有形固定資産 319百万円

無形固定資産 390 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 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 

 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 

 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)

工具器具 
・備品 

155 111 44

その他 137 94 43

合計 293 205 87

  
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)

工具器具 
・備品 

412 99 312

その他 96 44 51

合計 508 144 364

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)

工具器具
・備品 

296 58 237

その他 103 51 52

合計 399 109 289

      

 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 37百万円

１年超 50 

 計 87 

１年内 121百万円

１年超 242 

 計 364 

１年内 91百万円

１年超 197 

 計 289 

 なお、取得価額相当額及び未

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。 

 同左  なお、取得価額相当額及び未

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支払リース料及び減価償却費相

当額 

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

 ③支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 30 

支払リース料 63百万円

減価償却費相当額 63 

支払リース料 60百万円

減価償却費相当額 60 

 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 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  



(2) 【その他】 

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。 

  

(1) 決議年月日 平成17年11月17日

(2) 中間配当金総額 284,412,330円

(3) １株当たりの額 ７円50銭

(4) 中間配当支払開始日 平成17年12月５日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出しました証券取引法第25条第

１項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。 

  

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第60期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日提出 
  

(2) 
  

自己株券買付状況報告書 
 平成17年10月７日、平成17年11月10日、平成17年12月９日提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１０日

株 式 会 社 大 気 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大気社の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社大気社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当

該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 沢 直 靖 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 大 気 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大気社の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社大気社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１

７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 沢 直 靖 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１０日

株 式 会 社 大 気 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大気社の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社大気社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会

計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 沢 直 靖 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

株 式 会 社 大 気 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大気社の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社大気社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 沢 直 靖 
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