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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）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高（千円） 10,600,913 13,412,423 13,701,807 22,789,357 27,260,791 

経常利益（千円） 564,993 583,256 356,257 975,416 984,843 

中間（当期）純利益（千円） 288,574 318,724 852,071 511,151 557,740 

純資産額（千円） 7,554,244 8,112,299 9,366,118 7,799,194 8,703,691 

総資産額（千円） 14,246,476 17,354,870 17,245,374 17,182,915 20,075,524 

１株当たり純資産額（円） 1,926.17 2,069.42 2,391.63 1,983.78 2,214.71 

１株当たり中間（当期）純利

益（円） 
73.58 81.29 217.53 125.24 135.90 

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（％） 53.0 46.7 54.3 45.4 43.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△247,169 59,243 622,699 △953,911 △57,931 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
128,431 △61,564 1,923,716 △1,152,078 △310,531 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
132,287 △43,439 △2,598,337 2,178,901 378,868 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
114,276 127,877 132,122 173,638 184,044 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

101 

[10] 

96 

[13] 

96 

[13] 

96 

[12] 

92 

[14] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．「１株当たり純資産額」「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益」については、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。 

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高（千円） 10,553,158 13,335,950 13,647,587 22,672,657 27,127,702 

経常利益（千円） 542,741 546,606 350,661 937,481 936,674 

中間（当期）純利益（千円） 274,814 297,073 1,074,481 488,133 529,038 

資本金（千円） 735,800 735,800 735,800 735,800 735,800 

発行済株式総数（千株） 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 

純資産額（千円） 7,387,426 7,914,572 9,383,749 7,623,118 8,498,913 

総資産額（千円） 13,765,843 16,850,586 17,162,934 16,695,025 19,564,409 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
0.00 0.00 0.00 12.00 14.00 

自己資本比率（％） 53.7 47.0 54.7 45.7 43.4 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

72 

[5] 

68 

[7] 

68 

[7] 

68 

[7] 

65 

[7] 



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は、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。 

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 

 （注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

事業部門別の名称 従業員数（人） 

一般鋼材販売事業 56 [4] 

その他の事業 22 [5] 

全社（共通） 18 [4] 

合計 96 [13] 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 68 [7] 



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におけるわが国経済は、企業収益の改善や堅調な設備投資に支えられ、景気は緩やかな回復

基調で推移いたしました。個人消費も雇用や所得環境の改善により、緩やかに増加しております。しかしながら、

米国景気の減速不安、原油価格の高騰、北朝鮮の弾道ミサイルの発射、今後の公的負担の増加等、景気の先行きに

対して不透明な要因も漂いはじめております。 

 鉄鋼業界におきましては、高級鋼材は、自動車、産業機械、造船業界等からの需要が堅調に推移しましたが、建

設向け需要が中心の汎用鋼材は、中国や韓国からの輸入が高水準であったことや、昨年後半から過剰在庫が表面化

し、市況は低迷しました。国内メーカーは減産体制に転じており、国内在庫はほぼ適正水準に戻りつつあります

が、流通業者は汎用鋼材市場の不振により、採算悪化を余儀なくされました。 

 このような情勢下で当社グループは、堺スチールセンターを建設し、２月に大阪市内にある３倉庫の集約化を完

了させました。これを機に、合理化を一層推進するとともに、更なる飛躍を図るために新規顧客の開拓、既存取引

先の深耕に取組んだ結果、取扱数量は前年同期比2.3％増の167,954トンとなりました。売上高も前年同期比2.2％

増の13,701百万円となりましたが、市況悪化により利幅が縮小したことや新倉庫への移転費用、償却負担増等が影

響して営業利益は前年同期比46.7％減の287百万円となりました。 

 経常利益は前年同期比38.9％減の356百万円となりましたが、３倉庫売却に伴う利益を1,521百万円計上し、固定

資産の減損会計適用による減損損失を227百万円計上した結果、中間純利益は前年同期比167.3％増の852百万円と

なりました。 

（記載金額は消費税等を含めておりません。） 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 一般鋼材販売事業におきましては、顧客ニーズに徹した営業活動の展開や新規取引先の開拓に傾注したことによ

り、取扱数量は前年同期比2.3％増の167,954トン、売上金額は前年同期比0.4％増の13,434百万円となりました。 

 その他の事業につきましては、工事の請負業務は依然厳しい状況が続いておりますが、前年同期比669.2％増の

267百万円となりました。 

（記載金額は消費税等を含めておりません。） 

 所在地別セグメントの業績については、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該

当ありません。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ４

百万円増加し、当中間連結会計期間末には132百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、622百万円（前年同期比563百万円増加）となりました。これは主に、仕入債務

の減少（372百万円）及びたな卸資産の増加（265百万円）等の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益

（1,671百万円）の計上によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、1,923百万円（前年同期は61百万円の使用）となりました。これは主に、有形

固定資産の売却による収入（2,877百万円）によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、2,598百万円（前年同期比2,554百万円増加）となりました。これは主に、短期

借入金の純減少額（2,272百万円）と長期借入金の返済（252百万円）によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注） 金額には、消費税等を含めておりません。 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

 構造用鋼（千円） 1,164,090 103.7 

 線材（千円） 188,842 94.7 

 鉄筋（千円） 1,189,092 112.5 

 平・角鋼（千円） 1,264,460 105.2 

 一般形鋼（千円） 1,615,968 106.5 

 Ｈ形鋼（千円） 1,253,498 91.6 

 軽量形鋼（千円） 538,794 96.7 

 鋼板類（千円） 2,957,451 120.0 

 鋼管・その他類（千円） 1,100,026 78.5 

 特殊鋼類（千円） 1,169,038 91.3 

一般鋼材販売事業 小計（千円） 12,441,262 102.2 

その他の事業（千円） 258,348 797.6 

合計（千円） 12,699,610 104.1 



(2）商品販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合。 

主要な相手先（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。 

２．金額には、消費税等を含めておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、次のとおり当社所有の固定資産の譲渡契約を締結いたしました。 

（1） 南港スチールセンターについて 

  譲渡契約日     平成18年３月17日 

    譲渡資産      土地（19,260.00㎡） 

              建物（13,835.30㎡）等 

              大阪市住之江区南港南１丁目７番地他 

    譲渡価額      19億４百万円 

    譲渡先       オリックス・リアルエステート株式会社 

    引渡日        平成18年３月17日 

  

（2） 南港かもめセンターについて 

    譲渡契約日     平成18年２月２日 

     譲渡資産      土地（3,990.00㎡） 

             建物（2,359.26㎡）等 

             大阪市住之江区南港南５丁目７番地３ 

   譲渡価額      ３億94百万円 

   譲渡先       大和鋼業株式会社 

   引渡日       平成18年３月15日 

５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間において、研究開発活動の特記すべき事項はありません。 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

 構造用鋼（千円） 1,323,666 101.4 

 線材（千円） 194,739 95.1 

 鉄筋（千円） 1,253,363 109.1 

 平・角鋼（千円） 1,394,043 102.4 

 一般形鋼（千円） 1,708,945 104.1 

 Ｈ形鋼（千円） 1,413,697 92.0 

 軽量形鋼（千円） 592,946 94.5 

 鋼板類（千円） 3,073,930 114.8 

 鋼管・その他類（千円） 1,300,304 90.3 

 特殊鋼類（千円） 1,178,989 82.2 

一般鋼材販売事業 小計（千円） 13,434,627 100.4 

その他の事業（千円） 267,180 769.2 

合計（千円） 13,701,807 102.2 



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、次のとおり当社所有の固定資産を譲渡いたしました。 

 （注） 金額には、消費税等を含めておりません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

事業所名 
(所在地) 

事業部門別の
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

建物及び構築
物 
(千円) 

土地 
(千円) 
(面積㎡) 

その他(機械
装置等） 
(千円) 

合計 
(千円) 

南港スチールセンタ

ー 

(大阪市住之江区) 

一般鋼材販売

事業 
倉庫 35,490 

609,258 

(19,260.00)
5,490 650,239 

南港かもめセンター 

(大阪市住之江区) 

一般鋼材販売

事業 
倉庫 51,180 

527,079 

(3,990.00)
981 579,241 

三先倉庫 

(大阪市港区）  

一般鋼材販売

事業  
倉庫  7,846  

 370,216 

(3,969.44)
 279  378,342 



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】 

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 発行可能株式総数（株） 

普通株式 12,000,000 

計 12,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月21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 3,922,000 3,922,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 3,922,000 3,922,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年１月１日～

平成18年６月30日 

  

－ 3,922 － 735,800 － 601,840 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 株式会社ワイエムピー及び山口久一氏から、平成18年８月３日付で大量保有報告書の提出があり、（報告義務

発生日 平成18年７月31日）、次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中

間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しており

ません。 

  平成18年６月30日現在

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（％） 

エスケー興産株式会社 兵庫県西宮市松ヶ丘町７－８ 510 13.00 

株式会社ワイエムピー 
大阪市中央区北久宝寺町２丁目４－１ 

山口興産ビル 
480 12.24 

阪上 正章 兵庫県芦屋市 455 11.62 

阪上 恵昭 兵庫県西宮市 286 7.32 

阪上 寿美子 兵庫県西宮市 270 6.90 

山口 久一  兵庫県芦屋市  181 4.62 

コンドーテック株式会社 大阪市西区境川２丁目２－90 120 3.06 

加藤 匡子 東京都港区 115 2.95 

株式会社メタルワン 
東京都港区芝３丁目23－１ セレスティン

芝三井ビル 
100 2.55 

小田 宏雄 横浜市磯子区 96 2.45 

計 － 2,616 66.71 

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（％） 

株式会社ワイエムピー 
大阪市中央区北久宝寺町２丁目４－１ 

山口興産ビル 
480 12.24 

山口 久一 兵庫県芦屋市 188 4.80 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,000株が含まれておりま

す。なお「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個を含めておりませ

ん。 

２．平成18年４月３日付をもって１単元の株式の数を1,000株から100株に変更しております。 

②【自己株式等】 

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、ジャスダック証券取引所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の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年６月30日現在

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） 普通株式      5,700 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  3,915,500 39,145 － 

単元未満株式 普通株式        800 － － 

発行済株式総数 3,922,000 － － 

総株主の議決権 － 39,145 － 

  平成18年６月30日現在

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） 

清和鋼業株式会社 

大阪市西区九条南

３丁目１番20号 
5,700 － 5,700 0.15 

計 － 5,700 － 5,700 0.15 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 5,620 7,150 7,310 8,020 7,730 6,900 

最低（円） 4,900 5,440 5,830 6,300 6,740 6,500 



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。）に基づいて作成しております。 

 前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(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。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

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17年１月１日から平成17年６月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年１

月１日から平成18年６月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により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17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   128,306   133,524   184,203  

２．受取手形及び売
掛金 

＊６  9,851,227   9,779,985   10,716,183  

３．商品   1,539,215   1,694,921   1,429,234  

４．繰延税金資産   32,136   31,379   23,565  

５．その他   40,782   30,667   79,752  

貸倒引当金   △38,975   △16,174   △34,735  

流動資産合計   11,552,693 66.6  11,654,304 67.6  12,398,203 61.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

(1）建物及び構築
物 

＊２ 
＊３ 

762,626   1,722,218   1,867,780   

(2）土地 ＊２ 3,513,704   1,780,097   3,513,704   

(3）その他 ＊３ 220,641 4,496,972  485,539 3,987,856  486,972 5,868,457  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  10,684   10,669   12,898   

(2）その他  10,726 21,411  9,356 20,026  9,356 22,254  

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  875,878   1,224,524   1,383,562   

(2）繰延税金資産  1,291   258   443   

(3）その他 ＊１ 481,443   405,469   456,670   

貸倒引当金  △74,820 1,283,793  △47,065 1,583,188  △54,067 1,786,609  

固定資産合計   5,802,177 33.4  5,591,070 32.4  7,677,321 38.2 

資産合計   17,354,870 100.0  17,245,374 100.0  20,075,524 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

＊６  5,085,258   5,162,614   5,535,519  

２．短期借入金 ＊２  2,904,268   1,070,160   3,342,212  

３．一年以内に返済予
定の長期借入金 

＊２  256,480   －   252,280  

４．未払法人税等   282,963   284,472   194,232  

５．賞与引当金   24,600   23,334   20,534  

６．役員賞与引当金   －   10,000   －  

７．その他   250,807   156,809   1,340,825  

流動負債合計   8,804,378 50.8  6,707,391 38.9  10,685,604 53.2 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   317,138   1,044,445   562,826  

２．退職給付引当金   9,163   －   1,422  

３．役員退職引当金   109,090   121,520   112,360  

４．その他   2,800   5,900   9,620  

固定負債合計   438,192 2.5  1,171,865 6.8  686,229 3.4 

負債合計   9,242,571 53.3  7,879,256 45.7  11,371,833 56.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   735,800 4.2  － －  735,800 3.7 

Ⅱ 資本剰余金   601,840 3.5  － －  601,840 3.0 

Ⅲ 利益剰余金 ＊４  6,455,786 37.2  － －  6,694,803 33.3 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   321,096 1.8  － －  677,309 3.4 

Ⅴ 自己株式   △2,223 △0.0  － －  △6,061 △0.0 

資本合計   8,112,299 46.7  － －  8,703,691 43.4 

負債資本合計   17,354,870 100.0  － －  20,075,524 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  735,800 4.2  － －

２．資本剰余金   － －  601,840 3.5  － －

３．利益剰余金 ＊４  － －  7,467,013 43.3  － －

４．自己株式   － －  △21,375 △0.1  － －

株主資本合計   － －  8,783,277 50.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金   － －  582,840 3.4  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  582,840 3.4  － － 

純資産合計   － －  9,366,118 54.3  － － 

負債純資産合計   － －  17,245,374 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   13,412,423 100.0  13,701,807 100.0  27,260,791 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,062,273 89.9  12,433,923 90.7  24,688,319 90.5 

売上総利益   1,350,149 10.1  1,267,884 9.3  2,572,472 9.5 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

＊１  809,797 6.1  980,146 7.2  1,683,026 6.2 

営業利益   540,352 4.0  287,737 2.1  889,445 3.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  2,601   1,600   11,834   

２．受取配当金  6,829   11,769   13,315   

３．仕入割引  32,248   33,646   66,113   

４．不動産賃貸収入  10,238   9,927   20,643   

５．その他  3,799 55,716 0.4 20,722 77,665 0.6 9,308 121,215 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  9,306   6,038   18,965   

２．不動産賃貸原価  3,354   3,033   6,592   

３．その他  152 12,813 0.1 73 9,145 0.1 259 25,817 0.1 

経常利益   583,256 4.3  356,257 2.6  984,843 3.6 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ＊２ －   1,800,812   －   

２．投資有価証券売
却益  864   －   －   

３．貸倒引当金戻入
益  16,976 17,840 0.1 21,622 1,822,435 13.3 21,282 21,282 0.1 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ＊３ －   279,723   －   

２．減損損失  ＊４ －   227,888   －   

３．固定資産除却損 ＊５ 4,558 4,558 0.0 － 507,612 3.7 4,558 4,558 0.0 

税金等調整前中
間（当期）純利
益 

  596,538 4.4  1,671,081 12.2  1,001,567 3.7 

法人税、住民税
及び事業税  276,608   280,452   430,985   

法人税等調整額  1,206 277,814 2.0 538,558 819,010 6.0 12,841 443,826 1.6 

中間（当期）純
利益   318,724 2.4  852,071 6.2  557,740 2.1 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   601,840  601,840 

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  601,840  601,840 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,204,119  6,204,119 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  318,724 318,724 557,740 557,740 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  47,056  47,056  

２．役員賞与  20,000 67,056 20,000 67,056 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  6,455,786  6,694,803 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 735,800 601,840 6,694,803 △6,061 8,026,381 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △54,861   △54,861 

利益処分による役員賞与     △25,000   △25,000 

中間純利益     852,071   852,071 

自己株式の取得       △15,314 △15,314 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 772,209 △15,314 756,895 

平成18年６月30日 残高（千円） 735,800 601,840 7,467,013 △21,375 8,783,277 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 677,309 677,309 8,703,691 

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △54,861 

利益処分による役員賞与     △25,000 

中間純利益     852,071 

自己株式の取得     △15,314 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△94,468 △94,468 △94,468 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△94,468 △94,468 662,426 

平成18年６月30日 残高（千円） 582,840 582,840 9,366,118 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 596,538 1,671,081 1,001,567 

減価償却費  46,762 108,291 106,783 

減損損失   － 227,888 － 

賞与引当金の増加額  4,530 2,800 464 

役員賞与引当金の増
加額  

 － 10,000 － 

退職給付引当金の減
少額 

 △1,418 △1,422 △9,159 

役員退職引当金の増
加額 

 3,290 9,160 6,560 

貸倒引当金の減少額  △52,005 △25,564 △76,998 

受取利息及び受取配
当金 

 △9,430 △13,369 △25,150 

支払利息  9,306 6,038 18,965 

固定資産売却益   － △1,800,812 △197 

固定資産売却損   － 279,723 － 

固定資産除却損  － － 4,558 

売上債権の増加(△) 
・減少額 

 188,912 959,180 △657,520 

たな卸資産の増加額  △142,332 △265,687 △32,351 

仕入債務の増加・減
少(△)額 

 △72,712 △372,905 453,903 

役員賞与の支払額  △20,000 △25,000 △20,000 

その他  △47,893 49,509 △137,945 

小計  503,546 818,910 633,480 

法人税等の支払額  △444,302 △196,211 △691,411 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 59,243 622,699 △57,931 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

投資有価証券の売却
等による収入 

 3,520 － 103,526 

有形固定資産の取得
による支出 

 △79,698 △992,925 △630,859 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 2,877,376 809 

有形固定資産の売却
手付金による収入 

 － － 190,468 

貸付金の新規貸付に
よる支出 

 △320 △800 △630 

貸付金の返済による
収入 

 3,380 3,325 8,830 

利息及び配当金の受
取額 

 7,435 13,376 18,482 

その他  4,117 23,363 △1,158 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △61,564 1,923,716 △310,531 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の純増
加・減少（△）額 

 16,522 △2,272,051 454,466 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △5,880 △252,280 △10,080 

利息の支払額  △5,508 △5,117 △12,763 

配当金の支払額  △46,770 △53,573 △47,040 

その他  △1,803 △15,314 △5,713 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △43,439 △2,598,337 378,868 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額 

 △45,760 △51,921 10,406 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 173,638 184,044 173,638 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 127,877 132,122 184,044 

     



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ２社 

連結子会社名称 

大宝鋼材㈱、清和サービス㈱ 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用する非連結子会社

及び関連会社はありません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。 

同左  連結子会社の決算日と連結決算

日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資

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）であります。 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

 中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定）でありま

す。 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市

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）であります。 

 ｂ 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法であります。 

ｂ 時価のないもの 

同左 

ｂ 時価のないもの 

同左 

 ② 商品 

 主として後入先出法による

低価法（洗替え方式）であり

ます。 

② 商品 

同左 

② 商品 

同左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び賃貸用不

動産（「投資その他の資産」

の「その他」） 

 定率法であります。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額

法であります。 

 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。 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び賃貸用不

動産（「投資その他の資産」

の「その他」） 

同左 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産及び賃貸用不

動産（「投資その他の資産」

の「その他」） 

同左 

 ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアに

ついて、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額

法であります。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については、主として貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しておりま

す。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ② 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充

てるため、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計期間の

負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充

てるため、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

 ───── 

  

③ 役員賞与引当金  

 役員に支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用し

ております。これにより、営

業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は10,000千

円減少しております。 

───── 

  

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務及び年

金資産に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いる額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務及び年

金資産に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いる額を計上しております。 

 当中間連結会計期間末にお

いては、年金資産額が退職給

付債務額を超えているため、

当該超過額を前払年金費用と

して「投資その他の資産」の

「その他」に計上しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産に基づき、当連結会計年度

末において発生している額を

計上しております。 

 ⑤ 役員退職引当金 

 当社は、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に基づ

く当中間連結会計期間末にお

ける要支給額を計上しており

ます。 

⑤ 役員退職引当金 

同左 

⑤ 役員退職引当金 

 当社は、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に基づ

く当連結会計年度末における

要支給額を計上しておりま

す。 

 (ニ)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(ニ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ニ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ホ)その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 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。 

(ホ)その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

(ホ)その他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 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 

  

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「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」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間

純利益は227,888千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該資産の金額から直接控

除しております。 

  

────── 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は9,366,118千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税

部分の中間連結損益計算書上の表示

方法） 

 「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5,000千円増加しております。 

────── （法人事業税における外形標準課税

部分の連結損益計算書上の表示方

法） 

 「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日以後に開始する連結会計年

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

9,000千円増加し、営業利益が同額減

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17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

＊１ 減価償却累計額 ＊１ 減価償却累計額 ＊１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,425,791千円 

投資その他の資産の

「その他」 

58,146 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 967,957千円

投資その他の資産の

「その他」 

61,176 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 1,464,796千円

投資その他の資産の

「その他」 

59,752 

（賃貸用不動産）   

＊２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

①担保に供している資産（帳簿価額） 

───── ＊２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

①担保に供している資産（帳簿価額） 

建物及び構築物 50,473千円 

土地 903,170 

計 953,644 

 建物及び構築物 48,786千円

土地 903,170 

計 951,956 

②上記に対応する債務  ②上記に対応する債務 

短期借入金 2,704,268千円 

割引手形 10,109 

一年以内に返済予定

の長期借入金 

256,480 

計 2,970,858 

     

    

    

    

短期借入金 3,142,212千円

一年以内に返済予定

の長期借入金 

252,280 

計 3,394,492 

＊３ 圧縮記帳額 

 国庫補助金等の受入れにより、取得価

額より控除している固定資産の圧縮記帳

額は次のとおりであります。 

建物及び構築物 30,590千円 

その他 3,117 

計 33,708 

＊３ 圧縮記帳額 

同左 

＊３ 圧縮記帳額 

同左  

＊４ 利益剰余金 

 租税特別措置法の規定による固定資産

圧縮記帳積立金169,078千円を含んでお

ります。 

＊４ 利益剰余金 

 租税特別措置法の規定による固定資産

圧縮記帳積立金681,889千円及び固定資

産圧縮特別勘定積立金274,560千円を含

んでおります。  

＊４ 利益剰余金 

 租税特別措置法の規定による固定資産

圧縮記帳積立金169,078千円を含んでお

ります。 

 ５ 受取手形割引高 14,197千円

  

───── 

 ５ 受取手形割引高       17,008千円

  

───── ＊６ 連結会計年度末日満期手形の会計処理

（追加情報） 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当連結会計年度末日は、

金融機関休業日のため、次のとおり連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

───── 

  

  受取手形 811,236千円

支払手形 328,606 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

運賃 205,455千円 

貸倒引当金繰入額 781 

給料及び賞与 244,248 

賞与引当金繰入額 24,600 

退職給付費用 3,490 

役員退職引当金繰入額 3,290 

運賃 256,585千円

貸倒引当金繰入額 418 

給料及び賞与 243,991 

賞与引当金繰入額 23,334 

役員賞与引当金繰入額 10,000 

退職給付費用 3,751 

役員退職引当金繰入額 9,160 

運賃 420,222千円

貸倒引当金繰入額 7,850 

給料及び賞与 513,544 

賞与引当金繰入額 20,534 

退職給付費用 8,351 

役員退職引当金繰入額 6,560 

───── ＊２ 固定資産売却益は、次のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 40,774千円

土地 1,759,256 

その他 781 

計 1,800,812 

───── 

───── ＊３ 固定資産売却損は、次のとおりであり

ます。 

───── 

 建物及び構築物 43,214千円

土地 230,544 

その他 5,965 

計 279,723 

 

───── ＊４ 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

大阪市西
区 

事業用資
産 

土地 226,438 

兵庫県加
東郡他１
件 

遊休資産 土地 1,449 

───── 

  当社グループは、事業用資産について

は原則として事業単位である営業拠点ご

とに、賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個々の物件ごとにグルーピングして

おります。事業用資産及び遊休資産のう

ち近年の著しい地価下落に伴い回収可能

価額が低下したものについて、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（227,888千円）として特別

損失に計上しております。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、事

業用資産については不動産鑑定評価基準

に基づき、遊休資産については固定資産

税評価基準に基づき算定された正味売却

価額により測定しております。 

 

＊５ 固定資産除却損は、有形固定資産のそ

の他（器具備品等）の除却に伴うもので

あります。 

───── ＊５ 固定資産除却損は、有形固定資産のそ

の他（器具備品等）の除却に伴うもので

あります。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,450株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 3,922,000 － － 3,922,000 

合計 3,922,000 － － 3,922,000 

自己株式         

普通株式 （注） 3,337 2,450 － 5,787 

合計 3,337 2,450 － 5,787 

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18年３月30日

定時株主総会 
普通株式 54,861 14 平成17年12月31日 平成18年３月31日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

（平成17年６月30日現在） 

 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 

（平成18年６月30日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 128,306千円 

別段預金 △429 

現金及び現金同等物 127,877 

現金及び預金勘定 133,524千円

別段預金 △1,402 

現金及び現金同等物 132,122 

現金及び預金勘定 184,203千円

別段預金 △159 

現金及び現金同等物 184,044 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 220,811 753,235 532,424 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 92,000 100,143 8,143 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 312,811 853,378 540,567 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 22,500 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 220,811 1,202,024 981,213 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 220,811 1,202,024 981,213 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 22,500 



前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理の対象となるものはありませ

ん。 

 なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て

減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

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

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 220,811 1,361,062 1,140,251 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 220,811 1,361,062 1,140,251 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 22,500 



（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17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月

１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 事業の種類として「一般鋼材販売事業」及び「その他の事業」に区分していますが、全セグメントの売上高

の合計、営業利益の金額の合計額に占める「一般鋼材販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月

１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月

１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

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

（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 2,069円42銭

１株当たり中間純利益 81円29銭

１株当たり純資産額 2,391円63銭

１株当たり中間純利益 217円53銭

１株当たり純資産額 2,214円71銭

１株当たり当期純利益   135円90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。 

同左  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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（千円） 318,724 852,071 557,740 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  (25,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
318,724 852,071 532,740 

期中平均株式数（株） 3,920,925 3,917,023 3,920,101 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ────── （南港スチールセンターの譲渡について） 

 当社は、所有する以下の固定資産につい

て、オリックス・リアルエステート株式会社

へ譲渡いたしました。 

 なお、土地については、不動産信託契約を

締結し、信託受益権を取得した後、直ちに信

託受益権を譲渡する方法によっております。 

 主な内容は、次のとおりであります。 

(1）取締役会決議日  平成18年３月16日 

(2）譲渡先          オリックス・リアルエ

ステート株式会社 

(3）譲渡契約日      平成18年３月17日 

(4）譲渡資産        土地（19,260.00㎡） 

建物（13,835.30㎡）等

(5）譲渡価額        19億４百万円 

(6）譲渡時期        平成18年３月17日 

 なお、本譲渡に伴い、翌連結会計年度にお

いて、土地売却益12億76百万円及び建物等売

却損40百万円を計上する予定であります。 

  （南港かもめセンターの譲渡について） 

 主な内容は、次のとおりであります。 

(1）取締役会決議日  平成18年１月31日 

(2）譲渡先          大和鋼業株式会社 

(3）譲渡契約日      平成18年２月２日 

(4）譲渡資産        土地（3,990.00㎡） 

建物（2,359.26㎡）等 

(5）譲渡価額        ３億94百万円 

(6）譲渡時期        平成18年３月15日 

 なお、本譲渡に伴い、翌連結会計年度にお

いて、建物等売却益41百万円及び土地売却損

２億30百万円を計上する予定であります。 



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17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  114,729   116,606   149,615   

２．受取手形 ＊５ 6,135,107   5,867,764   6,983,049   

３．売掛金  3,682,099   3,898,760   3,726,558   

４．商品  1,515,089   1,666,378   1,396,718   

５．繰延税金資産  28,455   29,250   20,364   

６．その他  40,612   30,864   86,438   

貸倒引当金  △37,400   △14,700   △33,300   

流動資産合計   11,478,694 68.1  11,594,924 67.6  12,329,444 63.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

(1）建物 
＊２ 
＊３ 

700,186   1,562,148   1,691,658   

(2）土地 ＊２ 3,094,848   1,586,844   3,094,848   

(3）その他 ＊３ 254,867   606,559   621,479   

計  4,049,903   3,755,553   5,407,986   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  9,149   10,157   11,874   

(2）その他  10,447   9,077   9,077   

計  19,596   19,235   20,951   

３．投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  895,878   1,244,524   1,403,562   

(2）その他 ＊１ 480,749   595,261   456,029   

貸倒引当金  △74,236   △46,564   △53,566   

計  1,302,392   1,793,222   1,806,026   

固定資産合計   5,371,892 31.9  5,568,010 32.4  7,234,964 37.0 

資産合計   16,850,586 100.0  17,162,934 100.0  19,564,409 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ＊５ 1,586,214   1,625,345   1,693,470   

２．買掛金  3,478,656   3,512,967   3,817,476   

３．短期借入金 ＊２ 2,904,268   1,020,160   3,342,212   

４．未払法人税等  268,397   283,878   184,405   

５．賞与引当金  19,500   18,900   16,200   

７．役員賞与引当金   －   10,000   －   

６．その他  242,514   140,856   1,331,823   

流動負債合計   8,499,553 50.4  6,612,107 38.5  10,385,588 53.1 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債  315,630   1,042,757   561,377   

２．退職給付引当金  8,939   －   3,370   

３．役員退職引当金  109,090   121,520   112,360   

４．その他  2,800   2,800   2,800   

固定負債合計   436,460 2.6  1,167,077 6.8  679,907 3.5 

負債合計   8,936,013 53.0  7,779,185 45.3  11,065,496 56.6 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   735,800 4.4  － －  735,800 3.7 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  601,840   －   601,840   

資本剰余金合計   601,840 3.6  － －  601,840 3.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  52,762   －   52,762   

２．任意積立金 ＊４ 5,219,078   －   5,219,078   

３．中間（当期）未
処分利益  986,218   －   1,218,183   

利益剰余金合計   6,258,059 37.1  － －  6,490,025 33.2 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   321,096 1.9  － －  677,309 3.4 

Ⅴ 自己株式   △2,223 △0.0  － －  △6,061 △0.0 

資本合計   7,914,572 47.0  － －  8,498,913 43.4 

負債資本合計   16,850,586 100.0  － －  19,564,409 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１．資本金    － －  735,800 4.3  － － 

２．資本剰余金            

資本準備金   －   601,840   －   

資本剰余金合計    － －  601,840 3.5  － － 

３．利益剰余金            

(1）利益準備金   －   52,762   －   

(2）その他利益剰余
金 

              

固定資産圧縮記
帳積立金 

  －   681,889   －   

固定資産圧縮特
別勘定積立金 

  －   274,560   －   

別途積立金   －   5,550,000   －   

繰越利益剰余金   －   925,432   －   

利益剰余金合計    － －  7,484,644 43.6  － － 

４．自己株式    － －  △21,375 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  8,800,908 51.3  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

その他有価証券評
価差額金 

   － －  582,840 3.4  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  582,840 3.4  － － 

純資産合計    － －  9,383,749 54.7  － － 

負債純資産合計    － －  17,162,934 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   13,335,950 100.0  13,647,587 100.0  27,127,702 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,055,231 90.4  12,425,314 91.0  24,673,490 90.9 

売上総利益   1,280,719 9.6  1,222,272 9.0  2,454,212 9.1 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費   779,292 5.8  941,286 6.9  1,617,087 6.0 

営業利益   501,426 3.8  280,986 2.1  837,124 3.1 

Ⅳ 営業外収益 ＊１  56,396 0.4  77,911 0.6  122,229 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ＊２  11,216 0.1  8,237 0.1  22,679 0.1 

経常利益   546,606 4.1  350,661 2.6  936,674 3.4 

Ⅵ 特別利益 ＊３  17,840 0.1  1,822,055 13.4  21,104 0.1 

Ⅶ 特別損失 ＊４  3,706 0.0  281,173 2.1  3,706 0.0 

税引前中間（当
期）純利益   560,740 4.2  1,891,543 13.9  954,072 3.5 

法人税、住民税
及び事業税  262,000   280,000   413,000   

法人税等調整額  1,667 263,667 2.0 537,062 817,062 6.0 12,033 425,033 1.5 

中間（当期）純
利益   297,073 2.2  1,074,481 7.9  529,038 2.0 

前期繰越利益   689,145   －   689,145  

中間（当期）未
処分利益   986,218   －   1,218,183  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

固定資産
圧縮記帳
積立金 

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成17年12月31日 

残高（千円） 
735,800 601,840 601,840 52,762 169,078 － 5,050,000 1,218,183 6,490,025 △6,061 7,821,603

中間会計期間中の変

動額 
           

剰余金の配当        △54,861 △54,861  △54,861

利益処分による役

員賞与 
          △25,000 △25,000   △25,000

固定資産圧縮記帳

積立金の積立て 
       539,316   △539,316 －   －

固定資産圧縮記帳

積立金の取崩し 
       △26,506   26,506 －   －

固定資産圧縮特別

勘定積立金の積立

て 

        274,560  △274,560 －   －

別途積立金の積立

て 
         500,000 △500,000 －   －

中間純利益           1,074,481 1,074,481   1,074,481

自己株式の取得              △15,314 △15,314

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） 
－ － － － 512,810 274,560 500,000 △292,751 994,619 △15,314 979,305

平成18年６月30日 

残高（千円） 
735,800 601,840 601,840 52,762 681,889 274,560 5,550,000 925,432 7,484,644 △21,375 8,800,908

 

評価・換算差額等 

純資産合
計 

その他有
価証券評
価差額金 

評価・換
算差額等
合計 

平成17年12月31日 

残高（千円） 
677,309 677,309 8,498,913 

中間会計期間中の変

動額 
   

剰余金の配当     △54,861 

利益処分による役

員賞与 
    △25,000 

固定資産圧縮記帳

積立金の積立て 
    － 

固定資産圧縮記帳

積立金の取崩し 
    － 

固定資産圧縮特別

勘定積立金の積立

て 

    － 

別途積立金の積立

て 
    － 

中間純利益     1,074,481 

自己株式の取得     △15,314 

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額） 

△94,468 △94,468 △94,468 

中間会計期間中の変

動額合計（千円） 
△94,468 △94,468 884,836 

平成18年６月30日 

残高（千円） 
582,840 582,840 9,383,749 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

ａ 子会社株式 

 移動平均法による原価法

であります。 

(1）有価証券 

ａ 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

ａ 子会社株式 

同左 

 ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定）であります。 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定）であります。 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価

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）であります。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法であります。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）商品 

 後入先出法による低価法（洗

替え方式）であります。 

(2）商品 

同左 

(2）商品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産及び賃貸用不動

産（「投資その他の資産」の

「その他」） 

 定率法であります。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法であ

ります。 

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

(1）有形固定資産及び賃貸用不動

産（「投資その他の資産」の

「その他」） 

同左 

(1）有形固定資産及び賃貸用不動

産（「投資その他の資産」の

「その他」） 

同左 

 (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いて、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法であ

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額のう

ち、当事業年度の負担額を計上

しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ───── 

  

(3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与に充てる

ため、将来の支給見込額のう

ち、当中間会計期間の負担額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は10,000

千円減少しております。 

───── 

  

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生している額を計上してお

ります。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生している額を計上してお

ります。 

 当中間会計期間末において

は、年金資産額が退職給付債務

額を超えているため、当該超過

額を前払年金費用として、「投

資その他の資産」の「その他」

に計上しております。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産に基づ

き、当事業年度末において発生

している額を計上しておりま

す。 

 (5）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当中間会計

期間末における要支給額を計上

しております。 

(5）役員退職引当金 

同左 

(5）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて、内規に基づく当事業年度

末における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 

５．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。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

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。 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、「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」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は9,383,749千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税

部分の中間損益計算書上の表示方

法） 

 「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5,000千円増加しております。 

────── 

  

  

（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方法） 

 「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9,000千円増加し、営業利益が同額

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17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

＊１ 減価償却累計額 ＊１ 減価償却累計額 ＊１ 減価償却累計額 

有形固定資産 1,386,273千円 

投資その他の資産の

「その他」 

58,146 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 923,730千円

投資その他の資産の

「その他」 

61,176 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 1,423,133千円

投資その他の資産の

「その他」 

59,752 

（賃貸用不動産）   

＊２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

①担保に供している資産（帳簿価額） 

───── 

  

＊２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

①担保に供している資産（帳簿価額） 

建物 34,326千円 

土地 484,314 

計 518,641 

     

    

    

建物 33,049千円

土地 484,314 

計 517,363 

②上記に対応する債務   ②上記に対応する債務 

短期借入金 2,704,268千円      短期借入金 3,142,212千円

＊３ 圧縮記帳額 

 国庫補助金等の受入れにより、取得価

額より控除している固定資産の圧縮記帳

額は次のとおりであります。 

建物 26,988千円 

その他 6,719 

計 33,708 

＊３ 圧縮記帳額 

同左 

＊３ 圧縮記帳額 

同左 

＊４ 任意積立金 

 租税特別措置法の規定による固定資産

圧縮記帳積立金169,078千円を含んでお

ります。 

───── 

  

＊４ 任意積立金 

 租税特別措置法の規定による固定資産

圧縮記帳積立金169,078千円を含んでお

ります。 

───── ───── ＊５ 期末日満期手形の会計処理 

（追加情報） 

 期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当事業年度の末日は、金融機関休業

日のため、次のとおり期末日満期手形が

事業年度末残高に含まれております。 

  受取手形 794,629千円

支払手形 327,686 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,450株は、単元未満株の買取りによる増加であります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの ＊１ 営業外収益のうち主要なもの ＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息 2,000千円 

受取配当金 6,829 

仕入割引 32,248 

不動産賃貸収入 10,238 

受取配当金 11,769 

仕入割引 33,646 

不動産賃貸収入 9,477 

有価証券利息 10,666千円

受取配当金 13,315 

仕入割引 66,113 

不動産賃貸収入 20,118 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの ＊２ 営業外費用のうち主要なもの ＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,834千円 

不動産賃貸原価 3,354 
支払利息 5,182千円

不動産賃貸原価 3,033 
支払利息 16,024千円

不動産賃貸原価 6,592 

＊３ 特別利益は次のとおりであります。 ＊３ 特別利益は次のとおりであります。 ＊３ 特別利益は次のとおりであります。 

投資有価証券売却益 864千円 

貸倒引当金戻入益 16,976 
固定資産売却益 1,800,812千円

貸倒引当金戻入益 21,242 
貸倒引当金戻入益 21,104千円

＊４ 特別損失は、固定資産除却損であり、

器具備品の除却に伴うものであります。 

＊４ 特別損失は次のとおりであります。 

固定資産売却損 279,723千円

減損損失 1,449 

＊４ 特別損失は次のとおりであります。 

固定資産除却損 3,706千円

 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 35,344千円 

無形固定資産 1,136 

投資その他の資産の

「その他」 

1,605 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 98,693千円

無形固定資産 1,716 

投資その他の資産の

「その他」 

1,424 

（賃貸用不動産）   

有形固定資産 83,842千円

無形固定資産 2,511 

投資その他の資産の

「その他」 

3,211 

（賃貸用不動産）   

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 （注） 3,337 2,450 － 5,787 

合計 3,337 2,450 － 5,787 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平

成18年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）のいずれにおいても、子会社株

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） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ────── （南港スチールセンターの譲渡契約） 

 当社は、所有する以下の固定資産につい

て、オリックス・リアルエステート株式会社

へ譲渡いたしました。 

 なお、土地については、不動産信託契約を

締結し、信託受益権を取得した後、直ちに信

託受益権を譲渡する方法によっております。 

 主な内容は、次のとおりであります。 

(1）取締役会決議日  平成18年３月16日 

(2）譲渡先          オリックス・リアルエ

ステート株式会社 

(3）譲渡契約日      平成18年３月17日 

(4）譲渡資産        土地（19,260.00㎡） 

建物（13,835.30㎡）等

(5）譲渡価額        19億４百万円 

(6）譲渡時期    平成18年３月17日 

 なお、本譲渡に伴い、翌事業年度におい

て、土地売却益12億76百万円及び建物等売却

損40百万円を計上する予定であります。 

  （南港かもめセンターの譲渡について） 

 主な内容は、次のとおりであります。 

(1）取締役会決議日 平成18年１月31日 

(2）譲渡先     大和鋼業株式会社 

(3）譲渡契約日   平成18年２月２日 

(4）譲渡資産    土地（3,990.00㎡） 

建物（2,359.26㎡）等 

(5）譲渡価額    ３億94百万円 

(6）譲渡時期    平成18年３月15日 

 なお、本譲渡に伴い、翌事業年度におい

て、建物等売却益41百万円及び土地売却損２

億30百万円を計上する予定であります。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



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、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第52期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30日近畿財務局長に提出

 （2）臨時報告書の訂正報告書 

 平成18年３月17日近畿財務局長に提出 

 平成17年12月20日提出の臨時報告書（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）に係る訂正報告書で

あります。 



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17年９月20日

清和鋼業株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 安川 文夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 奥井 康夫  印 

     

 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」に掲げられている清和鋼

業株式会社の平成17年１月１日から平成17年12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１月１日から

平成17年６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、清和鋼業株式会社及び連結子会社の平成17年６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17年１月１日から平成17年６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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年９月20日

清和鋼業株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 安川 文夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 奥井 康夫  印 

     

 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」に掲げられている清和鋼

業株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日から

平成18年６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、中間連結株

主資本等変動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、清和鋼業株式会社及び連結子会社の平成18年６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18年１月１日から平成18年６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 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年９月20日

清和鋼業株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 安川 文夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 奥井 康夫  印 

     

 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」に掲げられている清和鋼

業株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成17年１月１日から平

成17年６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、清和鋼業株式会社の平成17年６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１月１

日から平成17年６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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年９月20日

清和鋼業株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 安川 文夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 奥井 康夫  印 

     

 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」に掲げられている清和鋼

業株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第53期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平

成18年６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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

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、清和鋼業株式会社の平成18年６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18年１月１

日から平成18年６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 

 （注） 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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２仕入及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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
	３役員の状況

	第５経理の状況
	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
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/49
	pageform2: 2/49
	form1: EDINET提出書類  2006/09/21 提出
	form2: 清和鋼業株式会社(401473)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/49
	pageform4: 4/49
	pageform5: 5/49
	pageform6: 6/49
	pageform7: 7/49
	pageform8: 8/49
	pageform9: 9/49
	pageform10: 10/49
	pageform11: 11/49
	pageform12: 12/49
	pageform13: 13/49
	pageform14: 14/49
	pageform15: 15/49
	pageform16: 16/49
	pageform17: 17/49
	pageform18: 18/49
	pageform19: 19/49
	pageform20: 20/49
	pageform21: 21/49
	pageform22: 22/49
	pageform23: 23/49
	pageform24: 24/49
	pageform25: 25/49
	pageform26: 26/49
	pageform27: 27/49
	pageform28: 28/49
	pageform29: 29/49
	pageform30: 30/49
	pageform31: 31/49
	pageform32: 32/49
	pageform33: 33/49
	pageform34: 34/49
	pageform35: 35/49
	pageform36: 36/49
	pageform37: 37/49
	pageform38: 38/49
	pageform39: 39/49
	pageform40: 40/49
	pageform41: 41/49
	pageform42: 42/49
	pageform43: 43/49
	pageform44: 44/49
	pageform45: 45/49
	pageform46: 46/49
	pageform47: 47/49
	pageform48: 48/49
	pageform49: 49/49


