
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月12日 

【中間会計期間】 第65期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

【会社名】 明星工業株式会社 

【英訳名】 MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  大谷 壽輝 

【本店の所在の場所】 大阪市西区京町堀１丁目８番５号 

【電話番号】 大阪(06)6447－0275（大代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長  印田 博 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区湊１丁目８番15号 

明星工業株式会社 東京本部 

【電話番号】 東京(03)3206－7900 

【事務連絡者氏名】 東京総務課長  高野 文男 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

明星工業株式会社 東京本部 

（東京都中央区湊１丁目８番15号） 



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】 

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

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18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等      

完成工事高（百万円） 18,735 20,706 23,313 38,969 45,536 

経常利益（百万円） 1,133 2,198 2,218 2,918 4,678 

中間（当期）純損益（百万円） 959 △6,738 1,880 2,602 △4,681 

純資産額（百万円） 16,561 13,905 18,645 18,681 16,229 

総資産額（百万円） 60,340 49,802 51,067 62,147 52,596 

１株当たり純資産額（円） 276.57 209.92 270.19 306.83 244.95 

１株当たり中間（当期）純損益

（円） 
16.01 △104.84 28.40 43.29 △71.92 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － 43.15 － 

自己資本比率（％） 27.4 27.9 35.0 30.1 30.9 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
1,498 △323 △2,259 2,672 3,475 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△96 △382 △315 △103 △823 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△2,014 △1,190 △2,060 △2,354 △1,800 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
7,380 6,320 4,424 8,198 9,058 

従業員数（人） 600 607 631 596 623 

(2）提出会社の経営指標等      

完成工事高（百万円） 14,491 14,281 16,025 28,027 30,494 

経常利益（百万円） 1,043 1,827 1,939 2,549 4,115 

中間（当期）純損益(百万円) 1,012 1,822 1,798 △6,632 3,846 

資本金（百万円） 5,889 6,889 6,889 6,089 6,889 

発行済株式総数（千株） 59,986 66,386 66,386 61,017 66,386 

純資産額（百万円） 13,971 10,580 14,399 6,800 12,807 

総資産額（百万円） 40,085 33,999 33,122 32,476 35,119 

１株当たり配当額（円） － － － － － 

自己資本比率（％） 34.9 31.1 43.5 20.9 36.5 

従業員数（人） 298 310 303 294 305 



 （注）１．完成工事高には、消費税等は含まれていない。 

２．（(1）連結経営指標等）第63期中及び第65期中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」の金額

については、潜在株式がないため記載していない。 

３．（(1）連結経営指標等）第64期中及び第64期の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」の金額に

ついては、１株当たり中間純損失が計上されているため記載していない。 

４．（(2）提出会社の経営指標等）「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していな

い。 

 ５．第65期中より、純資産の算定にあたり「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）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）を適用している。 

６．第64期中より、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）を適用している。 

２【事業の内容】 

当社及び当社の関係会社（連結子会社11社）は、熱絶縁工事を中心とする建設工事業、機械器具製造業及びその他

の事業（不動産賃貸業）の事業活動を展開している。当中間連結会計期間より、PT. MEISEI INDONESIA及び

MEISEI MIDDLE EAST W.L.Lの２社（建設工事業）が新規連結子会社となっている。 

（注）清算手続中であった4M INDUSTRY SDN. BHD.は平成18年８月７日に清算が結了した。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっている。 

 （RP：インドネシアルピア、QR：カタールリアル） 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割
合 

(％) 
関係内容 

（連結子会社） 

PT. MEISEI INDONESIA 

インドネシ
ア 

2,191 

百万RP 
熱絶縁工事業 95 役員の兼任１名 

（同上） 

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L. 
カタール 

0.2 

百万QR  
同上 60 役員の兼任１名 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員である。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員である。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、当社の「明星労働組合」（150 名）及び㈱よしみねの「よしみね労働組合」（81名）が組織

されている。なお、労使の関係は安定している。 

  （平成18年９月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

建設工事業 492 

機械器具製造業 138 

その他 1 

合計 631 

  （平成18年９月30日現在）

従業員数（人） 303 



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我が国の経済は、企業収益の回復に伴う設備投資の増加、雇用状況の改善等、回復

基調で推移した。しかし、その一方で、原油高騰・金利上昇懸念等、先行き不透明な状況も続いている。当社グル

ープ（当社及び連結子会社）において、売上高は、建設工事業ならびに機械器具製造業において受注工事の進捗・

引渡しが前期に引き続き順調に推移したことにより、全体としては23,313百万円（対前年同期比12.6％増）の計上

となった。経常利益については、売上総利益率が前中間期を下回ったものの、売上高の増加による費用の吸収効果

もあり、2,218百万円（対前年同期比0.9％増）の計上となった。中間純利益は前中間期に計上のあった固定資産の

減損会計適用による特別損失が当中間期は大幅に減少したことにより1,880百万円の計上となった。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 建設工事業 

 売上高は、国内需要の増加により国内の保守工事等の伸張、また、ＬＮＧ関連工事、クリーンルーム分野の工事

が引き続き順調に推移し、19,546百万円（対前年同期比10.8％増）の計上となった。営業利益については、営業費

用の増加もあり、2,216百万円（対前年同期比0.9％増）の計上となった。 

② 機械器具製造業 

 売上高は、受注案件の進捗・引渡し等が順調に推移し、3,705百万円（対前年同期比23.5％増）の計上となっ

た。営業利益については、採算性が低下したが、販売費及び一般管理費の支出を削減し、34百万円（対前年同期比

1.6％増）の計上となった。 

③ その他 

 当中間連結会計期間においては、オフィスビル等賃貸業は売上高61百万円（対前年同期比5.0％減）の計上とな

り、営業利益は94百万円（対前年同期比5.8％増）の計上となった。 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 日本 

 日本においては、建設工事業の国内保守工事の増加及びクリーンルーム分野の工事が堅調に推移したこと、ま

た、機械器具製造業の引渡し案件が増加したことにより売上高については、22,887百万円（対前年同期比15.0％

増）の計上となったが、営業利益については、仕入費用の増加により2,182百万円（対前年同期比7.8%減）の計上

となった。 

② アジア・アフリカ 

 当中間連結会計期間においては、前期にＬＮＧ受注工事の進捗が進んでいた影響もあり、売上高は426百万円

（対前年同期比47.5％減）の計上にとどまった。営業利益については、営業損失33百万円（前年同期営業損失45百

万円）の計上となった。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,633百万円減少

し、4,424百万円（対前期比51.2％減）となった。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

運転資金の増加要因等が大きく影響し、2,259百万円の支出超（対前年同期比1,935百万円減）となり、対前年中

間連結会計期間に比べて大幅に減少した。この減少は主に売上債権及び仕入債務の増加額が大きくなったことに

よるものである。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

315百万円の支出超（対前年同期比66百万円増）は、主に有形固定資産の取得による支出によるものである。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

新中期経営計画においても経営課題の一つである有利子負債を削減したことにより、2,060百万円の支出超（対

前年同期比870百万円減）となった。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注高 

 （注） 上記以外の事業では、「受注」生産形態をとっていないこともあり記載していない。 

(2）完成工事高 

 （注）１．当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は省略している。 

２．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以上の相手先はない。 

３．上記金額には消費税等は含まれていない。 

 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る。 

建設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 

前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

前年同期比 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

建設工事業（百万円） 15,741 19,041 21.0％ 

機械器具製造業（百万円） 3,674 1,785 △51.4％ 

合計（百万円） 19,416 20,826 7.3％ 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

前年同期比 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

建設工事業（百万円） 17,641 19,546 10.8％ 

機械器具製造業（百万円） 3,000 3,705 23.5％ 

その他（百万円） 65 61 △5.0％ 

合計（百万円） 20,706 23,313 12.6％ 

種類 
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（百万円） 

      ％   

施工 12,812 11,457 24,270 13,961 10,309 36.4 3,752 14,772 

販売 1,828 696 2,524 320 2,203 － － 320 

計 14,641 12,153 26,795 14,281 12,513 30.0 3,752 15,093 

種類 
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（百万円） 

      ％   

施工 8,973 15,697 24,671 15,318 9,353 36.4 3,401 15,488 

販売 1,643 459 2,103 707 1,395 － － 707 

計 10,617 16,157 26,774 16,025 10,748 31.6 3,401 16,195 



前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高

にその増減額が含まれる。したがって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

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る。 

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）に一致する。 

４．海外工事受注高 

５．上記金額には消費税等は含まれていない。 

② 完成工事高 

 （注）１．完成工事高の内で主なもの 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

前中間会計期間 

三菱重工業㈱ 1,438百万円 10.0％ 

当中間会計期間 

該当する相手先はない。 

種類 
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（百万円） 

      ％   

施工 12,812 25,646 38,459 29,485 8,973 36.0 3,231 29,776 

販売 1,828 823 2,652 1,008 1,643 － － 1,008 

計 14,641 26,470 41,111 30,494 10,617 30.4 3,231 30,785 

前中間会計期間 81百万円  受注総額に対して 0.5％ 

当中間会計期間 422百万円  〃 2.6％ 

期別 部門別 
国内 

海外（百万円） 
合計 

（百万円） 
官公庁（百万円） 民間（百万円） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

断熱 34 12,581 1,345  (9.6)％ 13,961 

材料売上 － 242 77  (24.3) 320 

計 34 12,824 1,423  (10.0) 14,281 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

断熱 96 13,573 1,648  (10.8)％ 15,318 

材料売上 － 497 209  (29.7) 707 

計 96 14,070 1,858  (11.6) 16,025 

前中間会計期間 TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷増設工事 

 三菱重工業㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 

当中間会計期間 TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷工事 

 川崎造船㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 



３．海外欄の括弧内の数字は輸出割合である。なお、主要海外工事地域及び海外工事売上高に対する地域別割合

は、次のとおりである。 

４．上記金額には消費税等は含まれていない。 

③ 手持工事高（平成18年９月30日現在） 

 （注）１．手持工事高の主なもの 

２．上記金額には消費税等は含まれていない。 

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、重要な変更及び

新たに生じた課題はない。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

地域 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

東南アジア（％） 7.7 11.3 

アフリカ及び中近東（％） 90.0 58.2 

オセアニア（％） 1.9 － 

ヨーロッパ（％） － 30.0 

その他（％） 0.4 0.5 

計（％） 100.0 100.0 

部門別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円） 

施工 346 9,006 9,353 

販売 － 1,395 1,395 

計 346 10,402 10,748 

三菱重工業㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 平成19年９月完成予定 

TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷工事 平成19年10月完成予定 



５【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、顧客のニーズに迅速に対応するため、材料・製品等の開発・改良から施

工技術の開発まで、幅広く積極的に活動を行っている。 

 現在、研究開発は、当社の中央研究所及び各技術部門を中心に、工事部門及び関連会社、協力会社と密接に連携

し、推進している。 

 当中間連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は61百万円である。 

建設工事業 

 断熱工事専門業者として、在来工法との技術の差別化、新規材料・工法の開発、原価の低減につながる工法開発を

行っている。特に超低温保冷分野においては他社に先駆けていち早く工法の開発に着手し、業界での優位性を維持し

ている。 

 保冷工事の主材料である硬質ウレタンフォームのノンフロン処方を確立しつつある。 

  原子力発電所内の保温工事用に従来の金属保温材及びカプセル保温材を改良したものを開発中である。 

 当事業における研究開発費は61百万円である。 

・ＬＮＧ工事関連 

 ＬＮＧ運搬船において、地球環境問題で注目されているオゾン層破壊ガスの対策として破壊係数０の硬質ウレタン

フォームを実施済である。 

 海外出荷基地、ＬＮＧ運搬船、国内の受入基地における断熱工事に関し、新規材料・工法の開発に取り組んでい

る。 

 低温流体をシールできる保冷システムを開発し、実用化を目指している。 

・新規材料・工法開発 

 防錆性能の有るケイ酸カルシウム保温材「ケイカルエースＷＩＮ」を開発し、製造体制を確立し、営業展開中であ

る。 

 ライニング材の点検工法を開発中である。 

 特殊材料の用途開発に基づく、新しい防食材料及びシステムを開発し、商品化を検討中である。 

・周辺分野 

 防音工事においては、騒音マップ作成ソフトを開発済であり、更に、特殊吸音材の開発を継続中である。 



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ない。 

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、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



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） 「株式の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」旨定款に定めている。 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

(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 190,000,000 

計 190,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数
（株） （平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月12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 66,386,718  同左 大阪証券取引所（市場第一部） － 

計 66,386,718  同左 － － 

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
（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18年４月１日～  

平成18年９月30日  
－ 66,386 － 6,889 － 999 



(4）【大株主の状況】 

 （注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が12,000株（議決権12個）含まれ

ている。 

  平成18年９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（％） 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 
 東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,805 7.24 

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 4,032 6.07 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 3,016 4.54 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,958 4.46 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 2,957 4.45 

財団法人富本奨学会 大阪市西区京町堀１丁目８番５号 2,695 4.06 

ゴールドマン・サックス・インターナ

ショナルリミテッド 

 （常任代理人ゴールドマン・サックス

証券会社東京支店） 

英国・ロンドン 

 （東京都港区六本木６丁目10番１号 

 六本木ヒルズ森タワー） 

2,596 3.91 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 2,533 3.82 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,456 3.70 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 2,130 3.21 

計 － 30,180 45.46 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,805千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,456千株 

  平成18年９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） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 179,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 65,581,000 65,581 － 

単元未満株式 普通株式 626,718 － １単元（1,000株）未満の株式 

発行済株式総数 66,386,718 － － 

総株主の議決権 － 65,581 － 



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、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。 

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、役員の異動はない。 

  平成18年９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） 

明星工業株式会社 

大阪市西区京町堀１丁目

８番５号 
179,000 － 179,000 0.27 

計 － 179,000 － 179,000 0.27 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 922 878 684 656 657 638 

最低（円） 802 570 505 444 520 482 



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の方法について 

(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）に準じて記載している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）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４月１日から平成18年９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いる。 

(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）に準じて記載している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）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４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

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及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表並び

に当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けている。 



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９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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           

現金預金 ※2  6,439   4,632   9,174  

受取手形 ※5  2,977   2,712   1,030  

完成工事未収入金   12,588   15,199   14,063  

有価証券   50   －   52  

未成工事支出金   4,385   4,969   4,631  

その他たな卸資産   417   385   304  

繰延税金資産   1,078   1,150   1,091  

その他   541   659   663  

貸倒引当金   △91   △115   △56  

流動資産合計   28,387 57.0  29,591 57.9  30,955 58.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

建物及び構築物 ※2 7,032   7,071   7,053   

機械装置及び運搬
具 

※2 4,270   4,334   4,220   

土地 ※2 13,094   13,088   13,094   

その他  847   955   811   

減価償却累計額  △8,881 16,364 32.8 △9,029 16,421 32.2 △8,916 16,261 30.9 

２．無形固定資産           

連結調整勘定  3   －   2   

のれん   －   1   －   

その他  28 31 0.1 28 29 0.1 28 30 0.1 

３．投資その他の資産           

投資有価証券 ※2 2,908   3,203   3,545   

繰延税金資産  1,539   1,085   1,101   

その他  714   881   830   

貸倒引当金  △142 5,019 10.1 △143 5,025 9.8 △128 5,349 10.1 

固定資産合計   21,415 43.0  21,476 42.1  21,641 41.1 

資産合計   49,802 100.0  51,067 100.0  52,596 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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           

支払手形 ※5  3,296   3,506   3,923  

工事未払金   2,747   3,013   4,420  

短期借入金 ※2  6,814   4,814   6,403  

１年以内に償還予
定の社債   300   400   300  

未払法人税等   124   268   253  

未成工事受入金   4,022   1,485   2,085  

賞与引当金   349   393   398  

完成工事補償引当
金   93   75   70  

工事損失引当金   －   34   －  

その他   1,443   3,078   1,872  

流動負債合計   19,191 38.5  17,070 33.4  19,727 37.5 

Ⅱ 固定負債           

社債 ※2  1,200   800   1,100  

長期借入金 ※2  9,141   8,921   9,100  

退職給付引当金   1,104   1,087   1,101  

役員退職給与引当
金   114   195   124  

繰延税金負債   3,582   3,566   3,574  

再評価に係る繰延
税金負債   572   641   641  

その他   309   139   276  

固定負債合計   16,024 32.2  15,352 30.1  15,919 30.2 

負債合計   35,215 70.7  32,422 63.5  35,647 67.7 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   681 1.4  － －  718 1.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,889 13.8  － －  6,889 13.1 

Ⅱ 資本剰余金   1,000 2.0  － －  1,000 1.9 

Ⅲ 利益剰余金   4,141 8.3  － －  6,256 11.9 

Ⅳ 土地再評価差額金   836 1.7  － －  767 1.5 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   812 1.7  － －  1,107 2.1 

Ⅵ 為替換算調整勘定   267 0.5  － －  265 0.5 

Ⅶ 自己株式   △41 △0.1  － －  △56 △0.1 

資本合計   13,905 27.9  － －  16,229 30.9 

負債、少数株主持分
及び資本合計   49,802 100.0  － －  52,596 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

資本金    － －  6,889 13.4  － － 

資本剰余金    － －  1,000 2.0  － － 

利益剰余金    － －  8,128 15.9  － － 

自己株式    － －  △67 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  15,950 31.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

その他有価証券評

価差額金 
  － －  917 1.8  － － 

繰延ヘッジ損益   － －  △14 △0.0  － － 

土地再評価差額金   － －  767 1.5  － － 

為替換算調整勘定   － －  268 0.5  － － 

評価・換算差額等

合計 
  － －  1,938 3.8  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  756 1.5  － － 

純資産合計   － －  18,645 36.5  － － 

負債純資産合計   － －  51,067 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   20,706 100.0  23,313 100.0  45,536 100.0 

Ⅱ 完成工事原価   16,339 78.9  18,812 80.7  36,304 79.7 

完成工事総利益   4,367 21.1  4,501 19.3  9,231 20.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1  2,044 9.9  2,154 9.2  4,270 9.4 

営業利益   2,323 11.2  2,347 10.1  4,961 10.9 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息  15   10   22   

受取配当金  14   20   18   

受取保険配当金  2   －   36   

為替差益  29   9   22   

雑収入  59 122 0.6 32 72 0.3 105 205 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  183   151   344   

雑支出  62 246 1.2 49 200 0.9 143 488 1.1 

経常利益   2,198 10.6  2,218 9.5  4,678 10.3 

Ⅵ 特別利益           

貸倒引当金戻入額  69 69 0.4 － － － 98 98 0.2 

Ⅶ 特別損失           

減損損失 ※2 14,216 14,216 68.7 5 5 0.0 14,216 14,216 31.2 

税金等調整前中間
（当期）純損失   11,948 △57.7  － －  9,438 △20.7 

税金等調整前中間
純利益   － －  2,213 9.5  － － 

法人税、住民税及
び事業税  79   209   274   

法人税等調整額  △5,301 △5,222 △25.2 78 288 1.2 △5,082 △4,807 △10.5 

少数株主利益   13 0.0  45 0.2  50 0.1 

中間（当期）純損
失   6,738 △32.5  － －  4,681 △10.3 

中間純利益   － －  1,880 8.1  － － 

           



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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   3,633  3,633 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  799  799  

２．自己株式処分差益  － 799 0 800 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．欠損填補のための取崩額  3,433 3,433 3,433 3,433 

Ⅳ 資本剰余金中間期末（期
末）残高   1,000  1,000 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   7,454  7,454 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１. 資本剰余金取崩額  3,433  3,433  

２．連結子会社減少に伴う剰
余金増加高  － 3,433 58 3,492 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  6,738  4,681  

２．役員賞与  8 6,746 8 4,690 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高   4,141  6,256 

      



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４月１日 至平成18年９月30日） 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

         （百万円） 
6,889 1,000 6,256 △56 14,089 

中間連結会計期間中の変動額           

 役員賞与 － － △8 － △8 

 中間純利益 － － 1,880 － 1,880 

 自己株式の取得 － － － △10 △10 

  自己株式の処分 － 0 － 0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計   

（百万円） 
－ 0 1,871 △10 1,861 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
6,889 1,000 8,128 △67 15,950 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 

        （百万円） 
1,107 － 767 265 2,140 718 16,948 

中間連結会計期間中の変動額               

 役員賞与 － － － － － － △8 

 中間純利益 － － － － － － 1,880 

 自己株式の取得 － － － － － － △10 

  自己株式の処分 － － － － － － 0 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△190 △14 － 2 △202 37 △164 

中間連結会計期間中の変動額合計  

（百万円） 
△190 △14 － 2 △202 37 1,696 

平成18年９月30日 残高 

      （百万円） 
917 △14 767 268 1,938 756 18,645 



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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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     

税金等調整前中間（当期）純損益 
（純損失：△）  △11,948 2,213 △9,438 

減価償却費  197 162 400 

減損損失  14,216 5 14,216 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △69 74 △117 

工事損失引当金の増減額（減少：△）  － 34 － 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  42 △14 40 

役員退職給与引当金の増減額 
（減少：△）  △53 70 △42 

その他引当金増減額（減少：△）  25 △0 51 

受取利息及び受取配当金  △30 △31 △40 

支払利息  183 151 344 

為替差損益（差益：△）  △29 △1 3 

投資有価証券評価損  － 6 － 

役員賞与支払額  △8 △8 △8 

少数株主負担役員賞与支払額  △5 △6 △5 

売上債権の増減額（増加：△）  △2,766 △2,817 △2,297 

未成工事支出金の増減額（増加：△）  △723 △338 △968 

その他たな卸資産の増減額(増加：△)  △121 △80 △9 

未成工事受入金の増減額（減少：△）  951 △600 △986 

仕入債務の増減額（減少：△）  10 △1,203 2,366 

その他  85 412 411 

（小計）  △43 △1,970 3,918 

利息及び配当金の受取額  29 31 40 

利息の支払額  △200 △153 △322 

法人税等の支払額  △108 △167 △160 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △323 △2,259 3,475 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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     

長期預金の増減額（増加：△）  － △51 △100 

定期預金の預入による支出  0 △100 △59 

定期預金の払戻による収入  － 52 59 

投資有価証券の取得による支出  △254 △112 △528 

投資有価証券の売却による収入  － 110 20 

投資先残余財産の分配による収入   － 28 － 

有形固定資産の取得による支出  △196 △248 △295 

有形固定資産の売却による収入  8 － 18 

その他  60 6 62 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △382 △315 △823 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

社債償還による支出  △100 △200 △200 

短期借入金の純増減額（減少：△）  194 △862 532 

長期借入による収入  3,600 300 4,600 

長期借入金の返済による支出  △4,821 △1,204 △6,611 

ファイナンス・リース債務の返済によ
る支出  △52 △81 △96 

少数株主への配当金の支払額  △5 △5 △5 

少数株主の払込による収入  － 3 － 

その他  △5 △10 △20 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,190 △2,060 △1,800 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  17 1 18 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △1,878 △4,633 868 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  8,198 9,058 8,198 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物の減
少高  － － △9 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高  6,320 4,424 9,058 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社12社のうち10社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、明星

不動産㈱、日本ケイカル㈱、

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD.、MEISEI  

INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 

 

  

  

  

   

 非連結子会社名 

 P.T.MEISEI SARANA INDONESIA 

 同社は平成14年３月１日に解

散決議を行い、重要性が乏しい

ため連結の範囲から除外してい

る。 

  

非連結子会社名  

 4M INDUSTRY SDN. BHD. 

 同社は平成16年９月１日に解

散決議を行い、重要性が乏しい

ため連結の範囲から除外してい

る。 

 子会社12社のうち11社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、明星

不動産㈱、日本ケイカル㈱、 

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD. 

 なお、当中間連結会計期間よ

り、PT.MEISEI INDONESIA及び 

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L.の２

社が新規連結子会社となってい

る。  

 

    

非連結子会社名 

MEISEI INDUSTRIAL(M)

SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特

別清算の開始が決定し、重要性

が乏しいため連結の範囲から除

外している。 

 子会社11社のうち９社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、明星

不動産㈱、日本ケイカル㈱、 

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD.  

 なお、前連結会計年度まで連

結子会社であったMEISEI 

INDUSTRIAL(M)SDN.BHD.は、平

成17年11月22日に特別清算の開

始が決定したことにより、当連

結会計年度において連結の範囲

から除外している。 

非連結子会社名 

MEISEI INDUSTRIAL(M) 

SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特

別清算の開始が決定し、重要性

が乏しいため連結の範囲から除

外している。 

 非連結子会社名 

 4M INDUSTRY SDN. BHD. 

 同社は平成16年９月１日に解

散決議を行い、重要性が乏しい

ため連結の範囲から除外してい

る。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 P.T.MEISEI SARANA INDONESIA 

 同社は平成14年３月１日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

持分法の適用範囲に含めていな

い。 

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 MEISEI INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため持分法の適用範囲に含め

ていない。 

持分法を適用していない非連結

子会社名 

 MEISEI INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため持分法の適用範囲に含め

ていない。 

  持分法を適用していない非連結

子会社名 

 4M INDUSTRY SDN. BHD. 

 同社は平成16年９月１日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

持分法の適用範囲に含めていな

い。 

  

  

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 4M INDUSTRY SDN. BHD. 

 同社は平成16年９月１日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

持分法の適用範囲に含めていな

い。  

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子

会社であるMEISEI INTERNATIONAL 

PTE.LTD.ほか２社の中間決算日は

６月30日である。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同決算日現在の中間財務

諸表を使用しており、中間連結決

算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

を行っている。 

 連結子会社のうち、在外連結子

会社であるMEISEI INTERNATIONAL 

PTE.LTD.ほか３社の中間決算日は

６月30日である。 

中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同決算日現在の中間財務

諸表を使用しており、中間連結決

算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

を行っている。 

 連結子会社のうち、在外連結子

会社であるMEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD.ほか１社の決算日は12月 

31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しており、連結決算日までの期

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い

る。 

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 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額

法）による。 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

……同左 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

……同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場

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

により算定してい

る）による。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定して

いる）による 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定している）

による。 

 時価のないもの 

……移動平均法に基づ

く原価法による。 

時価のないもの 

……同左 

時価のないもの 

……同左 

 ② デリバティブ取引 

……時価法による。 

② デリバティブ取引 

……同左 

② デリバティブ取引 

……同左 

 ③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……個別法に基づく原

価法による。 

③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……同左 

③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……同左 

 その他たな卸資産 

……主として移動平均

法に基づく原価法

による。 

その他たな卸資産 

……同左 

その他たな卸資産 

……同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

有形固定資産 

連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社 

……定率法 

 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）は、

定額法を採用している。 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

同左 

 在外連結子会社 

……定額法 

  

 (ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、債権

の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を

計上している。 

 在外連結子会社は債権に

ついては、個別に回収不能

見込額を計上している。 

(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 

 ② 完成工事補償引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部

は、引渡しを完了した工事

に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、将来の見積補償

額に基づき計上している。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

② 完成工事補償引当金 

同左 

 ③ 賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、従業

員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額

に基づき当中間連結会計期

間負担額を計上している。 

③ 賞与引当金 

同左 

③ 賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、従業

員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与に充て

るため、翌連結会計年度の

支給見込額のうち当連結会

計年度対応額を見積計上し

ている。 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上してい

る。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により発生翌年度から

費用処理している。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による

定額法により費用処理して

いる。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により発生翌年度から

費用処理している。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による

定額法により費用処理して

いる。 

 ⑤ 役員退職給与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部は

役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上してい

る。 

⑤ 役員退職給与引当金 

同左 

⑤ 役員退職給与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部は

役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。 

 ⑥  ─────  

   

⑥ 工事損失引当金   

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は、受

注工事に係る将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、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、損失見

込額を計上している。 

（追加情報） 

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は,工

事受注損失につき、金額的重

要性が増してきたため、当中

間連結会計期間より必要と見

積もられる金額につき引当計

上している。この結果、従来

の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益、及

び税金等調整前中間純利益が

それぞれ34百万円減少してい

る。セグメント情報に与える

影響は当該箇所に記載してい

る。  

⑥  ─────    

   

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。 

 なお、在外連結子会社の資

産及び負債、収益及び費用は

中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に

含めて計上している。 

(ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

同左 

  

  

  

 なお、在外連結子会社の資

産  及び負債、収益及び費

用は中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における少

数株主持分及び為替換算調整

勘定に含めて計上している。  

(ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。 

 なお、在外連結子会社の資

産、負債、収益及び費用は決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて

計上している。 

 (ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は4,615百万円で

ある。 

(ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は5,271百万円で

ある。 

(ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は10,154百万円で

ある。 

 (ヘ）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

計処理を採用している。 

(ヘ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(ヘ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

 (ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として、繰延ヘッジ

処理によっている。 

 なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ

等については、特例処理を

採用している。 

(ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りである。 

 ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オ

プション 

ａ．ヘッジ手段 

通貨オプション 

ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オ

プション 

 ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

 ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ及び金

利オプション 

ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ及び金

利オプション 

 ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③ ヘッジ方針 

 当社及び連結子会社の一

部においては、為替リスク

及び金利リスクを効果的に

回避する手段として、現在

及び将来の債権及び債務の

残高の範囲内でデリバティ

ブ取引を行っており、投機

目的やトレーディング目的

での取引は一切行っていな

い。なお、デリバティブ取

引の執行にあたっては、個

別に取締役会で実施方針を

決定している。また、連結

子会社におけるデリバティ

ブ取引の執行にあたって

は、その都度事前に当社に

報告され、当社の主導のも

と実施方針を決定してい

る。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フロー変動の累

計又は相場変動を比較し、

両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価し

ている。ただし、特例処理

を採用している金利スワッ

プ等については、有効性の

評価を省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (チ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用してい

る。 

(チ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(チ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 

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、随時引出し可能な預

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

投資からなっている。 

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 

表示方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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）

を適用している。これにより、税金等調整前

中間純損失は14,216百万円増加している。な

お、減損損失累計額については、各資産の金

額から直接控除している。 

       ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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

している。これにより、税金等調整前当期純

損失は14,216百万円増加している。なお、減

損損失累計額については、各資産の金額から

直接控除している。  

       ───── 

  

 （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）を適用してい

る。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

17,903百万円である。 

 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いる。 

─────  

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

       ───── 

  

 （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整

勘定」として掲記されていたものは、当中間

連結会計期間から「のれん」と表示してい

る。 

─────  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １ 手形割引高 ───── 

  

───── 

 受取手形割引高 100百万円       

※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

※２ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

①工場財団 ①工場財団 ①工場財団 

土地 10,307百万円

建物及び構築物 1,792百万円

機械装置及び運搬具 77百万円

土地  10,307百万円

建物及び構築物   1,699百万円

機械装置及び運搬具   55百万円

土地  10,307百万円

建物及び構築物   1,749百万円

機械装置及び運搬具   62百万円

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金 4,900百万円

長期借入金 6,400百万円

保証債務（社債） 1,200百万円

短期借入金    2,500百万円

長期借入金    6,850百万円

保証債務（社債）    1,000百万円

短期借入金    3,650百万円

長期借入金    6,850百万円

保証債務（社債）    1,100百万円

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

②その他 ②その他 ②その他 

現金預金 100百万円

建物及び構築物 75百万円

土地 981百万円

投資有価証券 808百万円

現金預金    100百万円

建物及び構築物   70百万円

土地    981百万円

投資有価証券    847百万円

現金預金    100百万円

建物及び構築物   73百万円

土地     981百万円

投資有価証券    960百万円

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金 790百万円

長期借入金 119百万円

短期借入金    740百万円

長期借入金    28百万円

短期借入金    790百万円

長期借入金    74百万円

３ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関５行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等 

３ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等 

３ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高等 

貸出コミットメント

ラインの総額 
4,000百万円

借入金実行残高 1,200百万円

差引額 2,800百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高      800百万円

差引額     3,200百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高 －百万円

差引額     4,000百万円

  

  

  

  

４ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
60百万円

  

  

  

  

４ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
  18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA/PT.MEISEI 

INDONESIA JO   

104百万円

   なお、平成18年３月30日に新規コミ

ットメントライン契約を更新してお

り、旧契約における借入実行残高は、

1,200百万円である。 

４ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
  37百万円

 



（中間連結損益計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── 

  

  

※５ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形は手形交換日

をもって決済処理しており、当中間

連結会計期間末日は金融機関の休日

のため、中間期末日満期手形は、中

間期末残高に含まれている。  

  

 受取手形 154百万円 

 支払手形 367百万円 

───── 

  

  

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

従業員給料手当 744百万円

賞与引当金繰入額 189百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
52百万円

退職給付費用 83百万円

減価償却費 58百万円

従業員給料手当    746百万円

賞与引当金繰入額    215百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
  68百万円

退職給付費用   43百万円

減価償却費   54百万円

貸倒引当金繰入額 96百万円

従業員給料手当 1,868百万円

賞与引当金繰入額   213百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
 62百万円

退職給付費用    153百万円

減価償却費    119百万円

※２ 減損損失 

当中間連結会計期間において当社グル

ープは以下の資産について減損損失を

計上した。 

 上記の資産の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（14,216百万

円）として特別損失に計上した。その内訳

は、建物及び構築物316百万円、土地13,900

百万円である。なお、当該資産の回収可能価

額は正味売却価額（不動産鑑定評価基準に基

づく鑑定評価額又は路線価）を採用してい

る。 

用途 種類 場所 

賃貸事業用不
動産 

土地及び
建物 

大阪市西
区・東京都
中央区 

京都工場（機
械器具製造
業） 

土地 
京都府京田
辺市 

───── 

  

  

  

  

  

※２ 減損損失 

     当連結会計年度において当社グループ

は以下の資産について減損損失を計上

した。 

 当社は、稼動資産については、主として管

理会計上の区分に基づき個々の事業、製品、

サービスのカテゴリーをグルーピングの単位

としている。なお、遊休資産については、各

不動産等をグルーピングの単位としている。 

 上記の資産の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（14,216百万

円）として特別損失に計上した。その内訳

は、建物及び構築物316百万円、土地13,900

百万円である。なお、当該資産の回収可能価

額は正味売却価額（不動産鑑定評価基準に基

づく鑑定評価額又は路線価）を採用してい

る。  

用途 種類 場所 

賃貸事業用不
動産 

土地及び
建物 

大阪市西
区・東京都
中央区 

京都工場（機
械器具製造
業） 

土地 
京都府京田
辺市 



（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４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加16,809株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少54株は単元未満株式の買増

請求による減少である。  

（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  66,386,718 － － 66,386,718 

合計 66,386,718 － － 66,386,718 

 自己株式         

   普通株式 （注） 162,971 16,809 54 179,726 

合計 162,971 16,809 54 179,726 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

 （百万円）

現金預金勘定 6,439 

有価証券勘定 50 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△159 

預入期間が３か月を超える

債券 
△9 

現金及び現金同等物 6,320 

 （百万円）

現金預金勘定 4,632 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△207 

現金及び現金同等物 4,424 

 （百万円）

現金預金勘定 9,174 

有価証券勘定 52 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△159 

預入期間が３か月を超える

債券 
△9 

現金及び現金同等物 9,058 



（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の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、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

7 3 3 

その他 
（工具器具
備品） 

171 122 49 

合計 179 126 52 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

7 4 2 

その他 
（工具器具
備品） 

84 51 32 

合計 91 56 35 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

7 4 2 

工具器具
備品 

175 133 41 

合計 182 138 44 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算出している。 

 （注） 同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出し

ている。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額  

１年内 21百万円

１年超 31百万円

合計 52百万円

１年内   15百万円

１年超   19百万円

合計   35百万円

１年内 18百万円

１年超   26百万円

合計   44百万円

 （注） 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」により算出してい

る。 

 （注） 同左  （注） 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」により算出している。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14百万円

支払リース料   9百万円

減価償却費相当額   9百万円

支払リース料   26百万円

減価償却費相当額   26百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

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 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 4百万円

１年超 7百万円

合計 11百万円

１年内  3百万円

１年超  3百万円

合計   7百万円

１年内  4百万円

１年超  5百万円

合計   9百万円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

（減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 有価証券の減損処理 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

国債 9 10 0 10 10 0 9 10 0 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

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）

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）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

(1)株式 741 2,097 1,355 798 2,309 1,510 795 2,628 1,832 

(2)債券          

社債 101 99 △2 101 98 △2 101 97 △4 

その他 207 199 △8 300 300 － 307 298 △9 

(3)その他 73 91 17 73 103 29 73 111 37 

合計 1,125 2,488 1,362 1,274 2,812 1,537 1,278 3,135 1,856 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 その他有価証券で時価のある株式について

減損処理を行っているものはない。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、中間

連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当

該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行って

いる。 

同左  その他有価証券で時価のある株式について

減損処理を行っているものはない。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、連結

会計年度末における時価が取得原価に比べ 

50％以上下落した場合に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、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行ってい

る。 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券    

フリー・ファイナンシ

ャル・ファンド 
－ － 43 

マネー・マネジメン

ト・ファンド 
50 － － 

非上場株式 410 380 410 



（デリバティブ取引関係） 

通貨関連 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。 

２．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いる。 

 
前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年3月31日） 

区分 取引の種類 契約額 
うち1年

超 
時価 評価損益 契約額 

うち1年

超 
時価 評価損益 契約額 

うち1年

超 
時価 評価損益

市場取

引以外

の取引 

為替予約取引             

売建             

豪ドル 16 － △0 △0 － － － － － － － － 

買建             

豪ドル 39 － 2 2 － － － － － － － － 

 合計 56 － 2 2 － － － － － － － － 



（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（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

事業区分は製品及び役務の機能別種類により区分した。 

２．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(ハ）⑥に記載のとおり、当中間連結会計期

間より工事損失引当金を計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「建設工事

業」の営業費用は34百万円増加し、営業利益が同額減少している。  

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

その他 
（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 17,641 3,000 65 20,706 － 20,706 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
21 20 147 189 (189) － 

計 17,662 3,020 212 20,896 (189) 20,706 

営業費用 15,465 2,986 123 18,575 (192) 18,383 

営業利益 2,197 34 89 2,320 2 2,323 

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

その他 
（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 19,546 3,705 61 23,313 － 23,313 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
14 31 152 197 (197) － 

計 19,560 3,736 213 23,511 (197) 23,313 

営業費用 17,343 3,702 119 21,165 (199) 20,966 

営業利益 2,216 34 94 2,345 1 2,347 

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

その他 
（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 38,453 6,966 116 45,536 － 45,536 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
46 877 299 1,223 (1,223) － 

計 38,500 7,844 415 46,760 (1,223) 45,536 

営業費用 33,860 7,687 254 41,802 (1,227) 40,574 

営業利益 4,639 156 161 4,957 3 4,961 

① 建設工事業 ： 熱絶縁工事、建築工事及び内装仕上工事他 

② 機械器具製造業 ： 各種ボイラーの製造据付、産業用機械の製造据付 

③ その他 ： 不動産賃貸業 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18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いる。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・アフリカ……シンガポール、マレーシア、ナイジェリア 

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(ハ）⑥に記載のとおり、当中間連結会計期

間より工事損失引当金を計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」

の営業費用は34百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（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 19,894 812 20,706 － 20,706 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ 32 32 (32) － 

計 19,894 844 20,738 (32) 20,706 

営業費用 17,525 890 18,415 (32) 18,383 

営業利益又は営業損失（△） 2,368 △45 2,323 － 2,323 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（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 22,887 426 23,313 － 23,313 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
26 － 26 (26) － 

計 22,913 426 23,340 (26) 23,313 

営業費用 20,730 460 21,190 (224) 20,966 

営業利益又は営業損失（△） 2,182 △33 2,149 198 2,347 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（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 43,720 1,815 45,536 － 45,536 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
39 43 83 (83) － 

計 43,760 1,859 45,619 (83) 45,536 

営業費用 38,900 2,181 41,081 (506) 40,574 

営業利益又は営業損失（△） 4,860 △322 4,538 423 4,961 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

前連結会計年度（平成17年４月１日～平成18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いる。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア………………シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、韓国、中国 

(2）アフリカ……………ナイジェリア、エジプト 

(3）ヨーロッパ…………ロシア 

 (4）オセアニア…………オーストラリア 

 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る。 

 ４．当中間連結会計年度において「ヨーロッパ」の占める割合が大きくなったため、区分掲記している。 

なお、前連結会計年度ににおける「ヨーロッパ」の海外売上高は６百万円、連結売上高に占める海外売上高

の割合は0.1％である。 

５．前連結会計期間において「オセアニア」の占める割合が小さくなったため、「その他地域」に含めて記

載している。 

なお、当中間連結会計年度における「オセアニア」の海外売上実績はない。 

 アジア アフリカ オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,054 1,819 27 6 2,906 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 20,706 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
5.1 8.8 0.1 0.0 14.0 

 アジア アフリカ ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 831 1,538 557 5 2,932 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 23,313 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
3.6 6.6 2.4 0.0 12.6 

 アジア アフリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,651 3,467 47 7,166 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 45,536 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
8.0 7.6 0.1 15.7 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりである。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益の金額については、中間純損失のため記載

していない。 

１株当たり純資産額 209.92円

１株当たり中間純利益 △104.84円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益の金額については、潜在株式がないため記

載していない。 

１株当たり純資産額       270.19円

１株当たり中間純利益       28.40円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の金額については、当期純損失のため記載

していない。 

１株当たり純資産額       244.95円

１株当たり当期純利益      △71.92円

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） △6,738 1,880 △4,681 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 8 

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円）） 
(－) (－) (8) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
△6,738 1,880 △4,690 

期中平均株式数（千株） 64,275 66,217 65,221 

 前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 18,645  － 

純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円） 
 － 756  － 

（うち少数株主持分） （－） (756) （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（百万円） 
 － 17,888  － 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（千株） 

－ 66,206  － 



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９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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           

現金預金 ※4 5,282   3,215   7,277   

受取手形 ※6 1,663   973   590   

完成工事未収入金  9,017   10,905   9,452   

未成工事支出金  3,176   2,823   2,805   

材料貯蔵品  174   124   141   

繰延税金資産  1,026   1,070   1,037   

その他  1,034   1,169   968   

貸倒引当金  △54   △113   △54   

流動資産合計   21,321 62.7  20,167 60.9  22,218 63.3 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※1、4          

土地  2,516   2,516   2,516   

その他  1,015   1,079   972   

有形固定資産計  3,532  10.4 3,595  10.8 3,488  9.9 

無形固定資産  21  0.1 21  0.1 21  0.1 

投資その他の資産           

投資有価証券 ※4 2,784   3,108   3,419   

関係会社株式  4,015   4,015   4,015   

繰延税金資産  1,476   1,014   1,040   

その他  979   1,333   1,034   

貸倒引当金  △132   △134   △119   

投資その他の資産
計  9,122  26.8 9,337  28.2 9,390  26.7 

固定資産合計   12,677 37.3  12,954 39.1  12,901 36.7 

資産合計   33,999 100.0  33,122 100.0  35,119 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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           

支払手形  1,676   770   1,311   

工事未払金  2,267   2,414   3,607   

短期借入金 ※4 5,706   3,116   4,316   

一年以内に償還予
定の社債  200   200   200   

未払法人税等  62   64   107   

未成工事受入金  2,928   731   1,584   

賞与引当金  215   250   235   

完成工事補償引当
金  21   23   23   

工事損失引当金   －   5   －   

その他 ※2 687   1,303   811   

流動負債合計   13,764 40.5  8,880 26.8  12,197 34.7 

Ⅱ 固定負債           

社債 ※4 1,000   800   900   

長期借入金 ※4 6,916   7,305   7,413   

退職給付引当金  803   834   825   

役員退職給与引当
金  62   133   69   

再評価に係る繰延
税金負債  572   641   641   

その他  299   127   264   

固定負債合計   9,654 28.4  9,842 29.7  10,114 28.8 

負債合計   23,419 68.9  18,723 56.5  22,312 63.5 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   6,889 20.3  － －  6,889 19.6 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  999   －   999   

その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   1,000 2.9  － －  1,000 2.9 

Ⅲ 利益剰余金           

中間未処分利益  1,102   －   3,126   

利益剰余金合計   1,102 3.2  － －  3,126 8.9 

Ⅳ 土地再評価差額金   836 2.5  － －  767 2.2 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   792 2.3  － －  1,080 3.1 

Ⅵ 自己株式   △41 △0.1  － －  △56 △0.2 

資本合計   10,580 31.1  － －  12,807 36.5 

負債資本合計   33,999 100.0  － －  35,119 100.0 

                  

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本              

１ 資本金    － －  6,889 20.8  － － 

２ 資本剰余金            

資本準備金  －   999   －   

その他資本剰余
金  －   0   －   

資本剰余金合計   － －  1,000 3.0  － － 

３ 利益剰余金            

その他利益剰余
金              

別途積立金  －   2,400   －   

繰越利益剰余金  －   2,524   －   

利益剰余金合計    － －  4,924 14.9  － － 

４ 自己株式    － －  △67 △0.2  － － 

株主資本合計    － －  12,747 38.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等             

 １ その他有価証券
評価差額金   － －  899 2.7  － －

 ２ 繰延ヘッジ損益   － －  △14 △0.0  － －

 ３ 土地再評価差額
金   － －  767 2.3  － －

評価・換算差額等合
計   － －  1,652 5.0  － － 

純資産合計   － －  14,399 43.5  － － 

負債純資産合計   － －  33,122 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自平成17年４月１日 
至平成18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   14,281 100.0  16,025 100.0  30,494 100.0 

Ⅱ 完成工事原価   11,066 77.5  12,513 78.1  23,538 77.2 

完成工事総利益   3,215 22.5  3,512 21.9  6,956 22.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,324 9.3  1,519 9.5  2,678 8.8 

営業利益   1,890 13.2  1,993 12.4  4,277 14.0 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息配当金  40   38   54   

その他  82 122 0.9 61 100 0.6 150 204 0.7 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  140   110   261   

その他  45 185 1.3 44 154 0.9 104 366 1.2 

経常利益   1,827 12.8  1,939 12.1  4,115 13.5 

Ⅵ 特別利益 ※2  22 0.2  － －  16 0.1 

税引前中間（当
期）純利益   1,849 13.0  1,939 12.1  4,132 13.6 

法人税、住民税及
び事業税  27   24   57   

法人税等調整額  － 27 0.2 116 140 0.9 229 286 1.0 

中間（当期）純利
益   1,822 12.8  1,798 11.2  3,846 12.6 

前期繰越損失   719   －   719  

中間（当期）未処
分利益   1,102   －   3,126  

           



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４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりである。 

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己  

株式  

株主  

資本 

合計  
資本 

準備金  

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計  

その他利益剰余金
利益 

剰余金 

合計  
別途積立

金 

繰越  

利益 

剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
6,889 999 0 1,000 － 3,126 3,126 △56 10,959 

中間会計期間中の変動額          

  別途積立金の積立（注） － － － － 2,400 △2,400 － － － 

  中間純利益 － － － － － 1,798 1,798 － 1,798 

  自己株式の取得 － － － － － － － △10 △10 

 自己株式の処分 － － 0 0 － － － 0 0 

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － － － － － － 

 中間会計期間中の変動額合

計     （百万円） 
－ － 0 0 2,400 △601 1,798 △10 1,787 

 平成18年９月30日 残高 

      （百万円） 
6,889 999 0 1,000 2,400 2,524 4,924 △67 12,747 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

1,080 － 767 1,847 12,807

中間会計期間中の変動額      

別途積立金の積立（注） － － － － －

中間純利益 － － － － 1,798

自己株式の取得 － － － － △10

 自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△180 △14 － △195 △195

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△180 △14 － △195 1,592

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

899 △14 767 1,652 14,399

利益処分額    

別途積立金 2,400百万円



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法）

による。 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

……同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

……同左 

 子会社株式 

……移動平均法に基づく原

価法による。 

子会社株式 

……同左 

子会社株式 

……同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場価

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）

による。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）による。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定）によ

る。 

 時価のないもの 

……移動平均法に基づく

原価法による。 

時価のないもの 

……同左 

時価のないもの 

……同左 

 (2）デリバティブ取引 

……時価法 

(2）デリバティブ取引 

……同左 

(2）デリバティブ取引 

……同左 

 (3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……移動平均法に基づく原

価法による。 

(3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……同左 

(3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……同左 

 未成工事支出金 

……個別法に基づく原価法

による。 

未成工事支出金 

……同左 

未成工事支出金 

……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日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法を採

用している。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 完成工事補償引当金 

 引渡しを完了した工事に係る

瑕疵担保の費用に備えるため、

将来の見積補償額に基づき計上

している。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

② 完成工事補償引当金 

同左 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③ 賞与引当金 

 従業員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与の支出に充

てるため、賞与支給見込額に基

づき当中間会計期間負担額を計

上している。 

③ 賞与引当金 

同左 

③ 賞与引当金 

 従業員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与に充てるた

め、翌期の支給見込額のうち当

期対応額を見積計上している。 

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生翌

年度から費用処理している。 

 また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により費

用処理している。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発生

していると認められる額を計上

している。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生翌

年度から費用処理している。 

 また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により費

用処理している。 

 ⑤ 役員退職給与引当金 

 役員の退職金の支給に充てる

ため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上している。 

⑤ 役員退職給与引当金 

同左 

⑤ 役員退職給与引当金 

 役員の退職金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給

額を計上している。 

 ⑥  ─────  

  

⑥ 工事損失引当金  

 受注工事に係る将来の損失

に備えるため、当中間会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、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、損失見

込額を計上している。 

（追加情報） 

当社は、工事受注損失につ

き、金額的重要性が増してき

たため、当中間会計期間より

必要と見積もられる金額につ

き引当計上している。 

この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利

益、経常利益、及び税引前中

間純利益がそれぞれ５百万円

減少している。 

⑥  ───── 

  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間期

末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理している。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

５．収益及び費用の計上基準  長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、3,476百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、3,007百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、6,874百万円である。 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．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

に準じた会計処理を採用してい

る。 

同左 同左 

７．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

 なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップ等につい

ては、特例処理を採用してい

る。 

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 

当中間会計期間にヘッジ会計

を採用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ会計

を採用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を採

用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりである。 

 ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オ

プション 

ａ．ヘッジ手段 

通貨オプション 

ａ．ヘッジ手段 

通貨オプション 

 ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

ヘッジ対象 

材料輸入による外貨建

買入債務 

 ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ及び金

利オプション 

ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

 ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

ヘッジ対象 

短期借入金及び長期借

入金 

 ③ ヘッジ方針 

 為替リスク及び金利リスクを

効果的に回避する手段として、

現在及び将来の債務の残高の範

囲内でデリバティブ取引を行っ

ており、投機目的やトレーディ

ング目的での取引は一切行って

いない。なお、デリバティブ取

引の執行にあたっては、個別に

取締役会で実施方針を決定して

いる。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計又は相場変動を比

較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価して

いる。ただし、特例処理を採用

している金利スワップ等につい

ては、有効性の評価を省略して

いる。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用している。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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

している。これによる損益に与える影響はな

い。 

───── 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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

ている。これによる損益に与える影響はな

い。 

─────  

  

（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）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

14,414百万円である。 

 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いる。 

─────  

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

3,053百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

     3,204百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

     3,144百万円である。 

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債（その他）に含めて

表示している。 

※２      同左 ───── 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証等に伴い銀行が保証状発行

を行ったことに対する保証を行って

いる。 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証等に伴い銀行が保証状発行

を行ったことに対する保証を行って

いる。 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証等に伴い銀行が保証状発行

を行ったことに対する保証を行って

いる。 

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
214百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
60百万円

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
   139百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
  18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA / PT.MEISEI 

INDONESIA JO  

104百万円

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
   160百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
  37百万円

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

㈱よしみね 98百万円 ㈱よしみね   57百万円 ㈱よしみね    77百万円

(b）保証債務の予約残高 

 次の会社の銀行借入について保証債務

の予約を行っている。 

(b）保証債務の予約残高 

 次の会社の銀行借入について保証債務

の予約を行っている。 

(b）保証債務の予約残高 

 次の会社の銀行借入について保証債務

の予約を行っている。 

明星不動産㈱ 1,800百万円 明星不動産㈱  1,700百万円 明星不動産㈱   1,750百万円

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団 

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団 

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団 

土地 1,591百万円

有形固定資産(その他) 270百万円

土地  1,591百万円

有形固定資産(その他)    235百万円

土地  1,591百万円

有形固定資産(その他)    248百万円

なお、工場財団抵当権には上記の他に、

関係会社の土地・建物が含まれている。 

なお、工場財団抵当権には上記の他に、

関係会社の土地・建物が含まれている。 

なお、工場財団抵当権には上記の他に、

関係会社の土地・建物が含まれている。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金 4,900百万円

長期借入金 6,400百万円

保証債務（社債） 1,200百万円

短期借入金  2,500百万円

長期借入金  6,850百万円

保証債務（社債）  1,000百万円

短期借入金  3,650百万円

長期借入金  6,850百万円

保証債務（社債）  1,100百万円

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

②その他 ②その他 ②その他 

現金預金 100百万円

投資有価証券 798百万円

現金預金    100百万円

投資有価証券    847百万円

現金預金    100百万円

投資有価証券    960百万円

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金 400百万円

長期借入金 62百万円

関係会社の銀行借入金 98百万円

短期借入金    350百万円

長期借入金   12百万円

関係会社の銀行借入金   57百万円

短期借入金    400百万円

長期借入金   37百万円

関係会社の銀行借入金    77百万円

 



（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４月１日 至 平成18年９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増加16,809株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少54株は単元未満株式の買増

請求による減少である。  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関５行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行なうた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高等 

貸出コミットメント

ラインの総額 
4,000百万円

借入金実行残高 1,200百万円

差引額 2,800百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高      800百万円

差引額     3,200百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高 －百万円

差引額     4,000百万円

     なお、平成18年３月30日に新規コミット

メントライン契約を更新しており、旧契

約における借入実行残高は、1,200百万円

である。 

 ───── ※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形は手形交換日をも

って決済処理しており、当中間会計期間

末日は金融機関の休日のため、中間期末

日満期手形は、中間期末残高に含まれて

いる。  

 受取手形 57百万円 

 ───── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 109百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産    77百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産    225百万円

無形固定資産  0百万円

※２ 特別利益の主要項目 ───── ※２ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額 22百万円  貸倒引当金戻入額   16百万円

  
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） 162,971 16,809 54 179,726 

合計 162,971 16,809 54 179,726 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、減損損失累計額及び

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、減損損失累計額及び

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、減損損失累計額及び

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) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具
備品 

137 95 41 

合計 137 95 41 

 
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 

71 47 23 

合計 71 47 23 

 
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 

137 104 32 

合計 137 104 32 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算出している。 

 （注） 同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出し

ている。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 16百万円

１年超 24百万円

合計 41百万円

１年内   12百万円

１年超   11百万円

合計   23百万円

１年内   15百万円

１年超   17百万円

合計   32百万円

 （注） 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」により算出してい

る。 

 （注） 同左  （注） 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」により算出している。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の 

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払リース料   7百万円

減価償却費相当額   7百万円

支払リース料   19百万円

減価償却費相当額   19百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

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 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 4百万円

１年超 7百万円

合計 11百万円

１年内  3百万円

１年超  3百万円

合計   7百万円

１年内  4百万円

１年超  5百万円

合計   9百万円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

（減損損失について） 

 同左 

（減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはない。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



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いる。 

(1）有価証券報告書及びその添付資料 

事業年度（第64期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月28日関東財務局長に提出 

 事業年度（第63期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出 

 事業年度（第62期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出 

 事業年度（第61期）（自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出 

 事業年度（第60期）（自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 平成18年６月28日関東財務局長に提出 

事業年度（第59期）（自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月21日

明星工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小川 佳男  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」に掲げられている明星工

業株式会社の平成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、明星工業株式会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17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。 

 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のとおり、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

（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、その原本は当社（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12月11日

明星工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小川 佳男  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」に掲げられている明星工

業株式会社の平成18年4月1日から平成19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18年4月1日から平成18

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、明星工業株式会社及び連結子会社の平成18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18年4月1日から平成18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

（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、その原本は当社（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12月21日

明星工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小川 佳男  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」に掲げられている明星工

業株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第64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、明星工業株式会社の平成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

（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、その原本は当社（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12月11日

明星工業株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小川 佳男  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」に掲げられている明星工

業株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18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、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、明星工業株式会社の平成18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18年4月1日から

平成18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

（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、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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