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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

５ 第9期より「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。 

６ 第11期中の潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当

たり中間純損失であるため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日

自 平成19年
  ６月１日 
至 平成19年 
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成19年 
  ５月31日

 売上高 (千円) 230,254 376,031 803,729 547,336 838,948

 経常利益 (千円) 18,066 35,256 9,580 49,802 50,085

 中間(当期)純利益 
 又は中間純損失

(千円) 8,626 20,315 △6,007 27,658 28,577

 持分法を適用した 
 場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

 資本金 (千円) 110,665 110,665 110,665 110,665 110,665

 発行済株式総数 (株) 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245

 純資産額 (千円) 198,033 237,380 239,634 217,064 245,642

 総資産額 (千円) 281,262 571,568 728,085 407,160 829,308

 １株当たり純資産額 (円) 37,756.59 42,258.43 45,688.17 41,385.06 46,833.63

 １株当たり 
 中間(当期)純利益金額 
 又は１株当たり 
 中間純損失金額

(円) 1,644.78 3,873.37 △1,145.46 5,273.25 5,448.57

 潜在株式調整後 
 １株当たり 
 中間(当期)純利益金額

(円) 1,636.04 3,853.53 ― 5,235.32 5,420.66

 １株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

 自己資本比率 (％) 70.4 41.5 32.9 53.3 29.6

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

(千円) 11,584 △31,385 △263,520 2,122 △3,076

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

(千円) △6,170 △7,746 △20,028 △112,515 △37,183

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

(千円) △15,093 115,998 184,568 49,362 107,326

 現金及び現金同等物 
 の中間期末(期末)残高

(千円) 131,623 158,699 47,412 79,364 147,643

 従業員数 (人) 23 23 30 25 33



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年11月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員は含まれておりますが、臨時雇用者数(パートタイマー、人材

会社からの派遣、季節工を含みます。)は含まれておりません。 

２ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

  

(2) 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。 

  

従業員数(人) 30



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安や原油・素材

価格の上昇、円高傾向等により企業への影響が大きく懸念され、景気は減速傾向となっております。 

このような状況下、当社は諸建造物のリフォーム市場においてホームメイキャップ工法の積極的な市

場浸透活動の展開を図るため、販売チャンネルであるパートナー企業との連携強化による強固な受注構

造づくりを指向しました。 

新たなポートフォリオとして前期完成させた新しい居住空間システムを提案するセキュメゾン（不動

産）については、今期において販売活動を推進し、今後の事業展開における基盤づくりに努めました。

これらの受注拡大活動の強化に対応して、クオリティーの高い施工サービスを提供するために、定期

新卒社員や中途社員を積極的に採用し、専門的な教育・研修を行いました。 

「耐震・はく落防災コーティング」の研究開発活動は、引き続いて計画的な推進を行ない、今後の公

的認定登録へ向け進行しております。 

これらのことにより、完成工事高は天候等における工期のズレによる影響を受けたにも係わらず、前

期並みの完工実績となり、また不動産売上高（セキュメゾン）についても当初の販売計画を上回る販売

実績となりました。この結果、当中間期における売上高は803,729千円（前年同期比113.7％増）とな

り、営業利益は売上拡大に伴い増加しましたが、債権回収の滞りによる貸倒引当金繰入額18,125千円の

計上により、28,726千円（前年同期比27.7％増）となりました。経常利益は、仕入コストの安定化を図

るために導入している通貨スワップ取引が、今回のサブプライムローン問題に端を発した急激な円高の

影響を受けデリバティブ評価損21,723千円を計上することとなり、9,580千円（前年同期比72.8％減）

となりました。 

  中間純利益につきましては、当期より導入しました過去の完成工事に対する工事補償引当金の計上及

び損金とならない貸倒引当金繰入額に対する法人税等の発生により、△6,007千円（前年同期比129.6％

減）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動に使用した資金

263,520千円(前中間会計期間は31,385千円の使用）、投資活動に使用した資金20,028千円（前中間会計期

間は7,746千円の使用）、財務活動により得られた資金184,568千円（前中間会計期間で得られた資金は

115,998千円）により、47,412千円（前中間会計期間と比較して111,287千円の減）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況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) 

当中間会計期間の営業活動の結果、使用した資金は263,520千円となりました。これは、主に税引前中

間純利益7,070千円を計上したことのほか、売上債権の増加額339,271千円、たな卸資産の減少額353,225

千円、貸倒引当金の増加額18,125千円、仕入債務の減少額307,990千円等の発生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) 

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は20,028千円となりました。これは、主に長期

前払費用の支払による支出13,927千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) 

当中間会計期間における財務活動の結果、得られた資金は184,568千円となりました。これは、短期及

び長期借入金の借入による収入260,000千円、社債の発行による収入98,090千円、短期及び長期借入金の

返済による支出173,522千円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、生産を伴わないため生産実績は記載しておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、受注形態をとっていないため受注実績は記載しておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
  

区分
第11期中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前年同期比(％)

完成工事高 338,329 △3.6

不動産売上高 445,762 ―

合計 784,091 123.4

区分

第11期中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％)

完成工事高 340,711 5.9 42,301 △61.0

区分
第11期中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前年同期比(％)

完成工事高 338,329 △3.6

不動産売上高 445,762 ―

加盟店関連 19,637 △21.8

合計 803,729 113.7

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

山本 貴士 69,523 18.5 300 0

極東建設株式会社 ― ― 355,880 44.3



３ 【対処すべき課題】 

当社は、今後さらなる事業拡大を志向するために、対処すべき課題として以下の項目に取組んでいま

す。 

  

①販売チャンネルの構築 

計画的な売上拡大を図るためには、工事受注を図る強固な営業基盤が必要であり、そのためには、

支店毎の売上目標に相応しいパートナー企業数を確保した販売チャンネルを構築する営業活動に取組

むことが急務であります。 

  

②人材育成の実施 

主要都市圏における支店展開を図るためには、管理者となる支店長クラスの社員が必要であり、こ

のため、中堅社員を幹部社員に育成するための日常的なマネジメント教育を実施することが必要不可

欠であります。 

また、支店展開組織のスタッフとする営業社員の確保を図るために、社内におけるキャリア形成や

中途採用の採用強化等を実施する必要があります。 

  

③財務基盤の強化 

当社の事業を成長させる過程において、財務基盤の更なる強化・充実が必要であり、このため、資

金調達能力の強化は必須であります。資金調達に際して特定の金融機関に依存することなく、取引金

融機関と良好な関係を構築する一方で、新たな金融機関との新規取引に努めるとともに、直接金融も

含めた資金調達の円滑化・多様化、受注拡大による収益性の向上を図り、より安定した財務基盤の確

立に努めてまいります。 

  

④日本版SOX法への対応 

金融商品取引法に定められる財務報告にかかわる内部統制報告書の提出や監査に関する規定（通

称、日本版SOX法）に対応するため、当社の内部統制体制をさらに強固なものにする必要がありま

す。 

より強い企業体質を構築する為、組織的内部管理体制の更なる充実を図り、社内規程類・帳票類の

整備・改善、業務フロー・業務マニュアルの整備・改善、経理・会計システムの改善、人事制度の見

直し等を図ってまいります。  

  

  

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、多様化する社会及びユーザーからのニーズに対応するために、市場に密着した研究開発を行っ

ています。  

  当社の技術開発の研究活動は、「耐震防災」及び「はく落防止」をテーマに掲げ、土木・建築に 関わ

る全ての構造物に対し、「耐震の要求性能」及び「はく落防止の要求性能」を充足するため以下の施工工

法の技術開発を行いました。  

  

   スケルトン耐震防災、スケルトンはく落防災コーティング 

主に公共施設、高速道路及びトンネルといった構造物に対し、耐震要求性能及びはく落防止要求性

能を持たせる技術であり、従来工法に改良を加え、付加価値として表面の異常を目視で確認できる

「透明性」という新しい要求性能を充足しております。  

 この施工技術を運用することにより、構造物に耐震要求性能及びはく落防止要求性能を持た せ、

より効果的な維持・管理・運営するシステムを構築することが可能となりました。  

  

当中間期における研究開発費の金額は、4,047千円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業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

ありません。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,980

計 20,980

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年11月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年2月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,245 6,195
福岡証券取引所
(Ｑ－Ｂｏａｒｄ 

市場)
―

計 5,245 6,195 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。 

  

平成16年５月29日臨時株主総会決議(第２回新株予約権) 

  

 
(注) 平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株に分割いたしました。

これにより、新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されて

おります。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 30個(注) 30個(注)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 30株(注) 30株(注)

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円(注)  25,000円(注)

新株予約権の行使期間
平成16年５月30日から
平成26年５月28日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  25,000円
資本組入額 12,500円

同左

新株予約権の行使の条件

権利付与時において当社の取
締役、監査役もしくは従業員
の地位にある者が新株予約権
の割当を受けた場合は、権利
行使時においても、当社の取
締役、監査役もしくは従業員
の地位にあることを要す。た
だし、当社の取締役もしくは
監査役を任期満了により退任
した場合、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこの
限りではない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



平成17年8月30日定時株主総会決議(第4回新株予約権) 

  

 
  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項は、ありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成19年12月25日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が950株、資本金及び資本準備金が

それぞれ74,347千円増加しております。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 250個 250個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 250株 250株

新株予約権の行使時の払込金額 376,453円  376,453円

新株予約権の行使期間
平成19年9月1日から
平成24年8月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  376,453円
資本組入額 188,226円

同左

新株予約権の行使の条件

権利付与時において当社の取
締役、監査役もしくは従業員
の地位にある者が新株予約権
の割当を受けた場合は、権利
行使時においても、当社の取
締役、監査役もしくは従業員
の地位にあることを要す。た
だし、当社の取締役もしくは
監査役を任期満了により退任
した場合、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこの
限りではない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(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)

自 平成19年６月１日～ 
至 平成19年11月30日

― 5,245 ― 110,665 ― 91,295



(5) 【大株主の状況】 

平成19年11月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

山本 貴士 山口県宇部市 1,810 34.51

やまぐちドリームファンド投資事業 

有限責任組合 

山口キャピタル株式会社
山口県山口市中市町1-10 300 5.72

井野口 房雄 山口県防府市 210 4.00

田中 栄 神奈川県横浜市港北区 157 2.99

山本 朋子 山口県宇部市 130 2.48

高木測量株式会社 千葉県成田市並木町85 124 2.36

原 真也 兵庫県明石市 120 2.29

ひろぎんベンチャー投資事業組合
広島県広島市中区紙屋町1丁目2-22
株式会社広島ベンチャーキャピタル内

114 2.17

松岡 弘晃 山口県宇部市 100 1.91

株式会社エイ・ティー・エフ 千葉県成田市並木町85 63 1.20

計 ― 3,128 59.64



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年11月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年11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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 5,245 5,245

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 5,245 ― ―

総株主の議決権 ― 5,245 ―

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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



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、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

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

  

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 185,000 179,000 179,000 194,000 193,000 170,000

最低(円) 167,000 167,000 168,000 154,000 157,000 160,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

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。 

なお、前中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11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19年６月１日から平成19年11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。 

  

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、前中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月

30日まで)の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会

計期間(平成19年６月１日から平成19年11月30日まで)の中間財務諸表について、三優監査法人により中間

監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

１ 【中間連結財務諸表等】 

  
  

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５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 ※２ 173,699 62,421 162,652

 ２ 受取手形 21,652 343,604 21,507

 ３ 完成工事未収入金 74,973 115,364 97,869

 ４ 売掛金 3,847 2,045 2,366

 ５ たな卸資産 ※2,3 247,466 108,496 461,721

 ６ その他 28,455 25,644 50,880

   貸倒引当金 △2,498 △5,393 △4,089

   流動資産合計 547,597 95.8 652,183 89.6 792,910 95.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 機械装置 4,184 3,291 3,686

  (2) 車輌運搬具 379 1,622 108

  (3) その他 5,968 4,000 5,016

   有形固定資産合計 10,532 8,914 8,811

 ２ 無形固定資産 156 116 136

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ― 12,000 12,000

  (2) 長期前払費用 2,421 17,028 2,712

  (3) 保険積立金 7,648 9,082 8,365

  (4) 敷金保証金 2,998 3,721 3,716

  （5) 長期滞留債権 ― 41,180 ―

  (6) その他 213 679 656

   貸倒引当金 ― △16,822 ―

   投資その他の資産 
   合計

13,282 66,870 27,450

   固定資産合計 23,971 4.2 75,902 10.4 36,398 4.4

   資産合計 571,568 100.0 728,085 100.0 829,308 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年５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 工事未払金 39,612 28,946 33,701

 ２ 買掛金 38,921 15,102 318,337

 ３ 短期借入金 ※２ 120,000 80,000 57,000

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 78,004 69,646 31,898

  ５ 工事補償引当金 ― 7,074 ―

 ６ その他 ※４ 43,668 47,536 28,312

   流動負債合計 320,206 56.0 248,305 34.1 469,251 56.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 100,000 ―

 ２ 長期借入金 ※２ 9,981 136,145 110,415

 ３ 預り保証金 4,000 4,000 4,000

   固定負債合計 13,981 2.5 240,145 33.0 114,415 13.8

   負債合計 334,187 58.5 488,450 67.1 583,666 70.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 110,665 19.3 110,665 15.2 110,665 13.3

 ２ 資本剰余金

   資本準備金 91,295 91,295
91,295

   資本剰余金合計 91,295 16.0 91,295 12.5
91,295

11.0

 ３ 利益剰余金

   その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 35,420 37,674 43,682

   利益剰余金合計 35,420 6.2 37,674 5.2 43,682 5.3

   株主資本合計 237,380 41.5 239,634 32.9 245,642 29.6

   純資産合計 237,380 41.5 239,634 32.9 245,642 29.6

   負債・純資産合計 571,568 100.0 728,085 100.0 829,308 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５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 376,031 100.0 803,729 100.0 838,948 100.0

Ⅱ 売上原価 264,655 70.4 649,963 80.9 625,471 74.5

   売上総利益 111,375 29.6 153,766 19.1 213,477 25.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 88,886 23.6 125,039 15.5 182,825 21.8

   営業利益 22,489 6.0 28,726 3.6 30,651 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 13,967 3.7 9,130 1.1 24,570 2.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 1,201 0.3 28,277 3.5 5,136 0.6

   経常利益 35,256 9.4 9,580 1.2 50,085 6.0

Ⅵ 特別利益 ※３ ― － 3,476 0.4 ― －

Ⅶ 特別損失 ※４ 390 0.1 5,986 0.7 533 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

34,865 9.3 7,070 0.9 49,552 5.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

14,718 12,890 21,296

   法人税等調整額 △168 14,549 3.9 187 13,078 1.6 △321 20,974 2.5

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失 
   （△）

20,315 5.4 △6,007 △0.7 28,577 3.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

中間会計期間中の変動額

 中間純利益

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成18年11月30日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

株主資本

株主資本合計 純資産合計
利益剰余金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高(千円) 15,104 15,104 217,064 217,064

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 20,315 20,315 20,315 20,315

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

20,315 20,315 20,315 20,315

平成18年11月30日残高(千円) 35,420 35,420 237,380 237,380



当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

中間会計期間中の変動額

 中間純損失

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成19年11月30日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

株主資本

株主資本合計 純資産合計
利益剰余金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年５月31日残高(千円) 43,682 43,682 245,642 245,642

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △6,007 △6,007 △6,007 △6,007

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6,007 △6,007 △6,007 △6,007

平成19年11月30日残高(千円) 37,674 37,674 239,634 239,634



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

事業年度中の変動額

 当期純利益

事業年度中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成19年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295

株主資本

株主資本合計 純資産合計
利益剰余金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高(千円) 15,104 15,104 217,064 217,064

事業年度中の変動額

 当期純利益 28,577 28,577 28,577 28,577

事業年度中の変動額合計 
(千円)

28,577 28,577 28,577 28,577

平成19年５月31日残高(千円) 43,682 43,682 245,642 245,642



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５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

 １ 税引前中間(当期)純利益 34,865 7,070 49,552

 ２ 減価償却費 2,119 2,888 4,700

 ３ 貸倒引当金の増加額 162 18,125 1,753

 ４ 工事補償引当金の増加額 ― 7,074 ―

 ５ 受取利息及び受取配当金 △138 △463 △241

 ６ 支払利息及び社債利息 1,084 4,355 3,830

 ７ 社債発行費 ― 1,909 ―

 ８ 為替差損益（△は益） △2,469 1,249 △1,213

 ９ 固定資産除却損 390 ― 533

 10 売上債権の増加額 △1,571 △339,271 △22,841

 11 たな卸資産の減少額 
   (△は増加)

△67,144 353,225 △281,399

 12 前払費用の増加額 △761 △2,664 △323

 13 長期滞留債権の増加額 ― △41,180 ―

 14 未収消費税等の減少額  
   （△は増加）

― 11,868 △11,868

 15 長期前払費用の増加額 △267 △1,782 △558

 16 その他流動資産の減少額 
   （△は増加）

△9,593 19,013 △6,974

 17 仕入債務の増加額 
   （△は減少）

20,892 △307,990 294,398

 18 未払金の増加額 2,265 2,003 1,906

 19 未払費用の増加額 
   (△は減少)

△211 △187 596

 20 その他流動負債の増加額 12,917 13,419 2,228

    小計 △7,458 △251,333 34,079

 21 利息及び配当金の受取額 138 374 241

 22 利息の支払額 △1,576 △3,079 △3,217

 23 法人税等の支払額 △22,488 △9,482 △34,180

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△31,385 △263,520 △3,076



 
  

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５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

 １ 有形固定資産の 
   取得による支出

△6,310 △1,579 △7,420

 ２ 保険積立金の 
   積立による支出

△717 △717 △1,434

 ３ 長期前払費用の 
   支払による支出

― △13,927 ―

 ４ 役員に対する短期貸付 
   による支出

― △3,000 △30,000

 ５ その他 △719 △805 1,671

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△7,746 △20,028 △37,183

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 120,000 180,000 177,000

 ２ 短期借入金の返済による 
   支出

― △157,000 △120,000

 ３ 長期借入れによる収入 ― 80,000 130,000

 ４ 長期借入金の返済による 
   支出

△4,002 △16,522 △79,674

 ５ 社債の発行による収入 ― 98,090 ―

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

115,998 184,568 107,326

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

2,469 △1,249 1,213

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△は減少)

79,335 △100,231 68,278

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

79,364 147,643 79,364

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※1 158,699 47,412 147,643



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18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(１)    ― (１) 有価証券

  その他有価証券

   時価のないもの

    移動平均法に基づ

く原価法によってお

ります。

    

(１) 有価証券

  その他有価証券

   時価のないもの

同左

(２) デリバティブ 

時価法によっております。

(２) デリバティブ

同左

(２) デリバティブ

同左

(３) たな卸資産

①原材料

移動平均法による原価

法によっております。

(３) たな卸資産

① 原材料

同左

(３) たな卸資産

① 原材料

同左

② 未成工事支出金

個別法による原価法に

よっております。

② 未成工事支出金

同左

② 未成工事支出金

同左

③ 仕掛販売用不動産

個別法による原価法に

よっております。

③     ― ③     ―

 ④    ― ④ 販売用不動産

個別法による原価法に

よっております。

④ 販売用不動産
同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建

物（建物附属設備は除

く）については、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

構築物 10年

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

構築物 10年

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

構築物 10年

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(2) ソフトウェア

社内における利用可能

期間(５年)に基づき定額

法によっております。

(2) ソフトウェア

同左

(2) ソフトウェア

同左

(3) 長期前払費用

定額法によっておりま

す。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

３ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れに備える

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

権については個別の回収

可能性を勘案して回収不

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)    ―

  

(2)工事補償引当金

建設工事の補償工事費に
充当するため過年度の実績
を基準として計上しており
ます。
（会計方針の変更）
従来、工事補償費は、発

生時に費用として処理して
おりましたが、補償工事費
の見積額を合理的に算定す
ることが可能となった為、
当中間会計期間から過年度
の実績を基準として工事補
償引当金を計上する方法に
変更致しました。 
 なお、この変更により、
売上総利益、営業利益及び
経常利益が1,088千円、税
引前中間純利益が7,074千
円それぞれ減少しておりま
す。 
 

(2)       ―

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

しております。 

 

同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

 

同左 同左

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲

 手許現金、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

か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

７ 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

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

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18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

― ― （固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正する法律 平

成19年3月30日 法律第6号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年3月30日 政令第83号))に

伴い、平成19年4月1日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 この変更に伴う損益への影響はあ

りません。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末 
(平成19年５月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

13,795千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

12,693千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

11,216千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産とこれに

対応する債務は次のとおりであ

ります。

（イ）担保に供している資産

たな卸資産 178,184千円

定期預金 15,000千円

（ロ）上記に対する債務

   一年以内返済予定長期借入金

70,000千円

短期借入金 120,000千円

 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産とこれに

対応する債務は次のとおりであ

ります。

（イ）担保に供している資産

定期預金 15,009千円

（ロ）上記に対する債務

   一年以内返済予定長期借入金

13,125千円

長期借入金 64,375千円

   

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産とこれに

対応する債務は次のとおりであ

ります。

（イ）担保に供している資産

定期預金 15,009千円

（ロ）上記に対する債務

   一年以内返済予定長期借入金

4,375千円

長期借入金 65,625千円

 

※３ 前事業年度に保有していた有

形 固 定 資 産 の う ち、土 地

84,083 千 円、建 設 仮 勘 定

5,485千円をたな卸資産へ所

有目的の変更に伴い、それぞ

れ振り替えております。

 

※３     ― ※３ 前事業年度に保有していた有

形 固 定 資 産 の う ち、土 地

84,083 千 円、建 設 仮 勘 定

5,485千円を販売用不動産へ

所有目的の変更に伴い、それ

ぞれ振り替えております。

※４ 消費税等の取扱い

   仮受消費税等と仮払消費税等

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。

※４ 消費税等の取扱い

同左

―

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

※1 営業外収益の主要項目

   デリバティブ評価益  7,967千円
   為替差益         4,961千円  

※1 営業外収益の主要項目

 為替差益  7,931千円

※1 営業外収益の主要項目

デリバティブ評価益  9,792千円
   為替差益       13,289千円

※2 営業外費用の主要項目

  支払利息        1,084千円

 ※3      ―

※4      ―

※2 営業外費用の主要項目

   デリバティブ評価損 21,723千円
   支払利息  3,777千円
   社債発行費   1,909千円

※3 特別利益
   補償金収入     3,476千円

※4 特別損失
   工事補償引当金繰入額
               5,986千円

※2 営業外費用の主要項目

支払利息            3,830千円

※3      ―

※4      ―

 5 減価償却実施額

有形固定資産 2,099千円

無形固定資産 20千円

 5 減価償却実施額

有形固定資産 1,476千円

無形固定資産 20千円

 5 減価償却実施額

有形固定資産 4,660千円

無形固定資産 40千円



前中間会計期間(自 平成18年6月1日 至 平成18年11月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年6月1日 至 平成19年11月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前事業年度(自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
 増加株式数（株）

当中間会計期間
 減少株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

発行済株式数

  普通株式 5,245 ― ― 5,245

合計 5,245 ― ― 5,245

前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
  増加株式数（株）

当中間会計期間
  減少株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

発行済株式数

  普通株式 5,245 ― ― 5,245

合計 5,245 ― ― 5,245

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
 増加株式数（株）

当事業年度
 減少株式数（株）

当事業年度末 
株式数（株）

発行済株式数

  普通株式 5,245 ― ― 5,245

合計 5,245 ― ― 5,245



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

(平成18年11月30日現在)

現金及び預金勘定 173,699千円

定期預金 △15,000千円

現金及び現金同等物 158,699千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

(平成19年11月30日現在)

現金及び預金勘定 62,421千円

定期預金 △15,009千円

現金及び現金同等物 47,412千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 

(平成19年５月31日現在)

現金及び預金勘定 162,652千円

定期預金 △15,009千円

現金及び現金同等物 147,643千円

 

２ 重要な非資金取引の内容

  有形固定資産から 
  たな卸資産への振 
  替額

89,568千円

 

  なお、当中間会計期間の支払額

に関しては営業活動によるキャッ

シュ・フローに含めております。

       ― 

 

２ 重要な非資金取引の内容

 有形固定資産から 
  たな卸資産への振 
  替額

89,568千円

 

  なお、当事業年度の支払額に関

しては営業活動によるキャッシ

ュ・フローに含めております。



(リース取引関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５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

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相 
当額 
(千円)

中間期末
残高相当 
額 
(千円)

車輌運
搬具

11,160 2,613 8,547

 

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

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相 
当額 
(千円)

中間期末
残高相当 
額 
(千円)

車輌運
搬具

12,572 4,554 8,017

 

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 
(千円)

減価償却 
累計額相 
当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車輌運
搬具

11,565 3,648 7,916

 

(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

1年以内 1,911千円

1年超 6,717千円

合計 8,629千円

 
 

(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

1年以内 2,372千円

1年超 5,751千円

合計 8,123千円

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等

  未経過リース料期末残高相当額

1年以内 2,045千円

1年超 5,968千円

合計 8,014千円

 

 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 1,154千円

減価償却費相当額 1,023千円

支払利息相当額 106千円

 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 1,343千円

減価償却費相当額 1,207千円

支払利息相当額 92千円

 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 2,347千円

減価償却費相当額 2,084千円

支払利息相当額 202千円

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

 

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失

はありません。

 

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

２．オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

1年以内 577千円

1年超 ―

合計 577千円

２．オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

1年以内 1,183千円

1年超 664千円

合計 1,847千円

２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

1年以内 184千円

1年超 ― 千円

合計 184千円



(有価証券関係) 

  

 
  

前中間会計期間末
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末
(平成19年５月31日)

 当社は有価証券を保有しておりま

せんので、該当事項はありません。

 

 時価評価されていない主な有価証

券の内容

中間貸借対照表
計上額

その他有価証券

 非上場株式 12,000千円
 

 時価評価されていない主な有価証

券の内容

貸借対照表 
計上額

その他有価証券

非上場株式 12,000千円

 



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成18年11月30日） 

通貨関連 

 
(注) 1. 通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

       2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

       3.  評価益7,967千円はデリバティブ債権であり、流動資産「その他」に含めて計上しております。 

  

当中間会計期間末（平成19年11月30日） 

通貨関連 

 
(注) 1. 通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

       2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

       3.  評価損益△13,596千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上しております。 

       4.  評価損益△8,127千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上しております。 

  

前事業年度末（平成19年5月31日） 

 通貨関連 

 
(注) 1. 通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

       2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

       3.  評価益9,792千円はデリバティブ債権であり、流動資産「その他」に含めて計上しております。 

  

区分 取引の種類 想定元本相当額 契約額等
時価

（千円）
評価損益 
（千円）

市場取引以外の 
取引

通貨スワップ取引
 英ポンド（受取） 
 日本円 （支払）

 8,000千ポンド 
1,588,800千円

630千ポンド 
119,687千円

 
17,206 

 
7,967 

区分 取引の種類 想定元本相当額 契約額等
時価

（千円）
評価損益 
（千円）

市場取引以外の 
取引

通貨スワップ取引
 英ポンド（受取） 
 日本円 （支払）

16,000千ポンド 
3,423,600千円

1,350千ポンド 
277,177千円

 
5,435 

 
△13,596 

市場取引以外の 
取引

為替予約取引 
 英ポンド（受取） 
 日本円 （支払）

― 900千ポンド 
192,420千円

 
△8,127 

 
△8,127 

区分 取引の種類 想定元本相当額 契約額等
時価

（千円）
評価損益 
（千円）

市場取引以外の 
取引

通貨スワップ取引
 英ポンド（受取） 
 日本円 （支払）

8,000千ポンド 
1,588,800千円

450千ポンド 
85,491千円

 
19,031 

 
9,792 



(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(持分法損益等) 

  

 
  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 関連会社が存在しないため、該当

事項はありません。

同左 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎は次のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり純資産額 42,258円43銭 １株当たり純資産額 45,688円17銭 １株当たり純資産額 46,833円63銭

 

１株当たり 
中間純利益金額

3,873円37銭

 

１株当たり 
中間純損失金額

1,145円46銭

 

１株当たり
当期純利益金額

5,448円57銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額

3,853円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、潜在株式
は存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。  

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

5,420円66銭

前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年5月31日）

純資産の部の合計金額(千円) 237,380 239,634 245,642

純資産の部の合計額から控除
する金額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間期末(期
末)の純資産額(千円)

237,380 239,634 245,642

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

5,245 5,245 5,245

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

1株当たり 
中間（当期）純利益金額

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）(千円)

20,315 △6,007 28,577

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は普通株式に係る 
中間純損失（△）(千円)

20,315 △6,007 28,577

期中平均株式数(株) 5,245 5,245 5,245

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

 中間(当期)純利益調整額
 (千円)

― ― ―

 普通株式増加数(株)
27

(うち新株予約権27)
―

27
(うち新株予約権27)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株
予約権の目的となる株
式の数250株)
なお、これらの概要は
「第4.提出会社の状
況、1 株式等の状況、
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

   同左    同左



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 当社は、平成18年12月14日開催の
取締役会決議に基づき、平成18年12
月25日に以下の借入を実行しまし
た。
 
（１）借入金額     70百万円
（２）借入実行日

平成18年12月25日
（３） 終弁済期限

平成23年12月20日
（４）元金の返済方法

平成20年3月20日から平成23
年12月20日まで3ヶ月毎に
4,375,000円返済

（５）基準金利
全銀協国内円3ヶ月ＴＩＢＯ
Ｒ

（６）スプレッド     1.875％
（７）借入金融機関

株式会社三井住友銀行
（８）資金の使途  長期運転資金
（９）担保提供資産 無担保

１．当社は、平成19年12月10日開
催の取締役会において、以下のと
おり、第三者割当増資による新株
式発行を決議し、平成19年12月25
日に払込が完了致しました。 
 この結果、平成19年12月25日
付で資本金は185,012千円、発行
済株式の総数は6,195株となって
おります。

 (1) 発行新株式数 普通株式 950株
 (2) 発行価額   
    1株につき 金156,520円 
 (3) 発行価額の総額  
         148,694,000円 
 (4) 資本組入額 
    １株につき 金78,260円 
 (5) 払込期日 平成19年12月25日 
 (6) 配当起算日 平成19年6月1日 
 (7) 割当先 
    極東ホールディングス株式会社
 (8) 資金使途 
    共同開発事業資金

２．当社は、平成20年1月28日開催
の取締役会決議に基づき、平成20
年1月31日に以下の借入を実行致
しました。

 (1) 借入金額 80,000千円
 (2) 借入実行日
       平成20年1月31日
 (3)  終弁済期限
       平成23年1月31日
 （4）元金の返済方法
     平成20年2月29日から平成22

年12月31日まで毎月2,200千
円の返済、平成23年１月31日
に3,000千円の返済 

  (5) 金利  
   短期プライムレート+0.2％  
  (6) 借入金融機関  
   株式会社みずほ銀行  
  (7) 資金の使途 長期運転資金  
  (8) 担保提供資産 無担保 

１．当社は、平成19年7月13日開催
の取締役会において以下の内容に
ついて決議し、実行致しました。

 
借入金総額 160,000千円
（１）短期借入金
 ① 借入金額 80,000千円
 ② 借入実行日
   平成19年7月13日
 ③ 終弁済期限
   平成20年5月30日
 ④ 元金の返済方法
   一括返済
 ⑤ 金利 2.375％
 ⑥ 借入金融機関
   株式会社三井住友銀行
 ⑦ 資金の使途
   短期運転資金
 ⑧ 担保提供資産
   無担保
（２）長期借入金
 ① 借入金額 80,000千円
 ② 借入実行日
   平成19年7月13日
 ③ 終弁済期限
   平成22年6月30日
 ④ 元金の返済方法
   平成19年11月30日から平成22

年6月30日まで毎月2,500千円
の返済

 ⑤ 金利
   短期プライムレート+1.00％
 ⑥ 借入金融機関
   株式会社三井住友銀行
 ⑦ 資金の使途
   長期運転資金
 ⑧ 担保提供資産
   無担保

２．当社は、平成19年7月31日開催
の取締役会において以下の無担保
社債について決議し、平成19年8
月17日に発行致しました。

 １．社債の名称
   株式会社エムビーエス第２回

無担保社債
   (株式会社広島銀行・山口県

信用保証協会保証付、分割譲
渡制限特約付)

 ２．発行額 金100,000千円
 ３．利率 2.01％
 ４．発行価額
   100円につき金100円
 ５．償還価額
   100円につき金100円
 ６．償還方法及び期限
   期限５年。期日一括償還
 ７．発行日 平成19年8月17日
 ８．資金使途 事業資金



(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10期）（自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日） 

      平成19年8月30日中国財務局長に提出。 

  

（２）有価証券届出書（株式の発行）及びその添付書類 

   平成19年12月10日中国財務局長に提出。 

  

（３）臨時報告書 

   平成19年12月25日中国財務局長に提出。 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく 

   臨時報告書であります。 

 
  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

平成19年2月22日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社エムビーエスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第10期事業年度の中間会計期

間(平成18年６月１日から平成18年11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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、株式会社エムビーエスの平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成18年６月１日から平成18月11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 
  

 
  

三優監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  田     純  ㊞

業務執行社員 公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞

※ 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20年2月26日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社エムビーエスの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの第11期事業年度の

中間会計期間(平成19年６月１日から平成19年11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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

基準に準拠して、株式会社エムビーエスの平成19年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年６月１日から平成19年11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 

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３引当金の計上基準に記載されているとお  

   り、会社は工事補償引当金の計上方法を変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は第三者割当増資による新株発行を実施した。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は借入を実行した。 

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 
  

 
  

三優監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  杉  田     純  ㊞

業務執行社員 公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞

※ 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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