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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等
回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
７月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
７月１日
至平成22年
12月31日

自平成20年
７月１日
至平成21年
６月30日

自平成21年
７月１日
至平成22年
６月30日

売上高 (千円) 2,265,1592,269,7801,851,3944,932,5314,811,328

経常利益又は経常損失(△) (千円) △75,172 75,133 △103,204 39,931 226,145

中間(当期)純利益又は中間純損

失(△)
(千円) △69,392 74,143 △122,778 35,739 199,493

持分法を適用した場合の投資利

益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) 522,323 522,323 522,323 522,323 522,323

発行済株式総数 (株) 3,542,0003,542,0003,542,0003,542,0003,542,000

純資産額 (千円) 839,268 1,013,2861,005,888 947,732 1,138,058

総資産額 (千円) 4,834,5734,669,8444,388,6774,470,0614,389,509

１株当たり純資産額 (円) 236.95 286.51 284.42 267.97 321.78

1株当たり中間(当期)純利益又

は１株当たり中間純損失(△)
(円) △19.60 20.96 △34.72 10.10 56.40

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － 2.00 2.50

自己資本比率 (％) 17.36 21.70 22.92 21.15 25.93

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) 45,245 136,386 85,314 238,066 420,963

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) △35,532 △10,308 △5,207 △46,218 △43,402

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) △105,852 △48,565 △16,379 △366,920 △328,372

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
(千円) 148,347 146,926 182,327 69,412 118,600

従業員数 (名) 208 222 219 220 222

　（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、連結会計年度にかか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．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 （平成22年12月31日現在）

従業員数（人） 219

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

 

(2）労働組合の状況

　提出会社の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。
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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、新興国経済の成長を背景に特に輸出型産業の企業収益が改善する一方

で、個人消費が低迷するなど、景気は足踏み状態で推移いたしました。また、急激な円高やデフレの影響に加え、失業

率は高水準にとどまるなど、経済情勢は依然として厳しい状況が続いております。

　当社の属する建設業界におきましても、前年度見られたような景気対策などの政策的な公共工事の発注は殆ど行

われず、当社の近隣における大型プロジェクト工事も一段落したため、年度末に公共工事が集中する常態に戻りま

したが、公共事業費の削減や民間設備投資の低調さなどから以前より発注量が大幅に減少しており、建設会社間の

受注競争が益々激化しております。これにより建設資材メーカーに対しても値下げ圧力がさらに強まり、全体とし

て量の減少に加え販売単価の低下が進行しており、原材料や動燃料の価格の上昇傾向もあり、収益環境は非常に厳

しさを増しております。

このような経営環境のなか、当社は、函渠型側溝　「フリードレーン」　シリーズなどのオリジナル製品販売につ

いて引続き積極的に取組みましたところ、前年同期間以上の販売実績となるなど一定の成果を得ました。さらに、近

年の公共事業縮減傾向に対応して取組みを強化している民間向けの受託製品事業においても数種類の品目の製造

受入れが着実に進行しております。しかしながら規格品の割合が高い汎用製品市場は予想以上の速度で進行する市

場縮小に直面し、価格も下落するなど、受注状況は低調に推移いたしました。　

これらの結果、当中間会計期間の業績は、売上高が18億５千１百万円(前年同期に比べ４億１千８百万円の減少)

となり、営業損失７千６百万円(前年同期は営業利益１億８百万円)、経常損失１億３百万円(前年同期は経常利益７

千５百万円)、中間純損失１億２千２百万円(前年同期は中間純利益７千４百万円)となりました。

なお、当社の事業は、公共事業の発注と関連しており、主として下半期に売上高が集中する傾向にあり、上半期と

下半期の業績に季節的変動があります。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの

増加８千５百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少５百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの

減少１千６百万円により、前中間会計期間末に比べ３千５百万円増加し、当中間会計期間末残高は１億８千２百万

円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、８千５百万円(前年同期は１億３千６百万円の増加)と

なりました。この主な増加要因は、減価償却費４千８百万円に加え、売上債権の減少９千万円及び仕入債務の増加６

千４百万円等によるもので、主な減少要因は、税引前中間純損失１億２千１百万円に加え、割引手形の減少２千６百

万円等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、５百万円(前年同期は１千万円の減少)となりました。

この主な増加要因は、定期預金の払戻しによる収入１億２千８百万円等によるもので、主な減少要因は、定期預金の

預入による支出１億１千３百万円及び有形固定資産の取得による支出１千６百万円等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使用した資金は、１千６百万円(前年同期は４千８百万円の減少)となり

ました。この主な増加要因は、短期借入金の純増加額９千万円及び長期借入金による収入２億円によるもので、主な

減少要因は、長期借入金の返済による支出２億８千８百万円、リース債務の支払いによる支出８百万円及び配当金

の支払いによる支出８百万円によるものであります。

(注)上記(1)(2)の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

EDINET提出書類

株式会社武井工業所(E01215)

半期報告書

 4/38



２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

品目
当中間会計期間

（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前年同期比（％）

道路用製品（ｔ） 15,733 62.2

水路用製品（ｔ） 35,346 84.2

擁壁・土止め用製品（ｔ） 7,057 81.5

法面保護用製品（ｔ） 1,788 40.2

その他（ｔ）

（景観用製品ほか）
1,288 30.7

合計（ｔ） 61,212 72.4

　（注）　生産実績は、生産トン数（ｔ）によっております。

(2) 商品仕入実績

品目
当中間会計期間

（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前年同期比（％）

コンクリート二次製品（千円） 395,427 79.9

その他（千円） 80,109 105.9

合計（千円） 475,536 83.3

　（注）１．金額は、仕入価格で表示しております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　コンクリート二次製品については、一部受注生産を行っているものの、大部分は過去の実績並びに将来の予測によ

る見込生産でありますので、記載を省略しております。
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(4）販売実績

品目
当中間会計期間

（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前年同期比（％）

製品   

道路用製品（千円） 317,052 76.9

水路用製品（千円） 748,021 87.5

擁壁・土止め用製品（千円） 163,543 87.3

法面保護用製品（千円） 11,122 13.8

その他（千円）

（景観用製品ほか）
73,223 78.6

小計（千円） 1,312,963 80.6

商品   

コンクリート二次製品（千円） 448,758 80.4

その他（千円） 89,671 107.6

小計（千円） 538,430 83.9

合計（千円） 1,851,394 81.6

　（注）１．総販売実績に対して、10％以上に該当する販売先はありません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において、当社の事業展開上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

　

４【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに生じた事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについても重要な変更はありません。

　

５【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　当社における研究開発活動は、安全で快適な社会作りをモットーに、社会環境に対応した商品開発、ひいては顧客満

足の向上を目的とし顧客ニーズの発掘、市場調査及び産学官との交流を通じて技術情報交換等を行い、有益な商品開

発と堅実な販路確保に努めるとともに既存製品の改良・改造に伴うニーズに対しても積極的に取組み、営業活動の支

援並びにより付加価値の高い商品作りを課題として活動しております。

　活動実績としては、耐火性能試験用の供試体を作製いたしました。これは耐火性能を比較実験していく為の耐火板

で、それぞれ配合上の要求性能を十分に満足させるべく厳格な品質管理のもと完成をみることができました。耐久性

の向上に着目されつつある昨今、より高強度な商品への対応を可能とした配合の検討等、時代のニーズを的確に捉え、

より一層他部署との連携を図り一丸となって情報収集・交換に努め、多様化するニーズに応えるべく販路の拡大と用

途開発に取組んでおります。

　

　なお、当中間会計期間における研究開発費は7,135千円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (1) 財政状態の分析　

(資産)

当中間会計期間末における総資産は、前中間会計期間末と比べて２億８千１百万円減少し、43億８千８百万円と

なりました。

流動資産は前中間会計期間末と比べて２億４千４百万円減少し、18億２千７百万円となりました。これは主に

「現金及び預金」が３千４百万円、「受取手形」が４千４百万円増加したものの、売上高の減少に伴い、「売掛金」

が１億５千６百万円、及び「たな卸資産」が１億５千７百万円減少したことによるものであります。

固定資産は前中間会計期間末と比べて３千６百万円減少し、25億６千万円となりました。これは主に減価償却に

より「有形固定資産」が４千６百万円減少したことによるものであります。

(負債)

当中間会計期間末における負債合計は前中間会計期間末と比べて２億７千３百万円減少し、33億８千２百万円と

なりました。

流動負債は前中間会計期間末と比べて３千２百万円増加し、26億５千５百万円となりました。これは主に仕入債

務である「買掛金」が３千１百万円、及び「未払金」が２千２百万円減少したものの、「短期借入金」が、８千２百

万円増加したことによるものであります。

(純資産)

当中間会計期間末における純資産は前中間会計期間末と比べて７百万円減少し、10億５百万円となりました。こ

れは主に中間純損失を計上したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前中間会計期間末の21.70％から22.92％となり、中間会計期間末発行済株式総数に基

づく１株当たり純資産額は前中間会計期間末の286円51銭から284円42銭となりました。

　

(2) 経営成績の分析

経営成績の分析については、第２　事業の状況、１ 業績等の概要　(1)業績に記載しております。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析については、第２　事業の状況　１ 業績等の概要　(2)キャッシュ・フローの状

況に記載しております。
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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、新たに確定した重要な設備の新設、除却、売却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
(平成22年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成23年３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 3,542,000 3,542,000 非上場・非登録
単元株式数

1,000株

計 3,542,000 3,542,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　　 　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

 　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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）

平成22年７月１日～

平成22年12月31日　
－ 3,542,000－ 522,323 － 389,632
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（６）【大株主の状況】

 平成22年12月31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（％）

武井　泉 茨城県石岡市 375 10.60

武井　昭 茨城県石岡市 354 10.01　　

武井　勇 茨城県石岡市 340 9.61

太平洋セメント株式会社 東京都港区台場二丁目３番５号 242 6.83

武井　厚 茨城県石岡市 202 5.70

武井　恒 茨城県石岡市 184 5.19

武井　洋 茨城県石岡市 183 5.16

株式会社双葉商会 茨城県土浦市菅谷町1277番１号 157 4.43

濱中ナット販売株式会社 兵庫県姫路市白浜町甲770番 104 2.93

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町二丁目５番５号 100 2.82

計 － 2,243 63.33

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　5,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　3,532,000 3,532 －

単元未満株式 普通株式　　　5,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 3,542,000 － －

総株主の議決権 － 3,532 －

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

ております。

②【自己株式等】

 平成22年12月31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（％）

株式会社武井工業

所

茨城県石岡市若松

一丁目３番26号
5,000 － 5,000　 0.14

計 － 5,000 － 5,000 0.14
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２【株価の推移】
月別 平成22年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

　最高（円） － 135 135 135 135 135

　最低（円） － 135 135 135 135 135

（注）最高・最低株価は日本証券業協会が運営するフェニックスにおける株価を記載しております。

　

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。
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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21年７月１日から平成21年12月31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22年７月１日から平成22年12月31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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（平成21年７月１日から平成21年12

月31日まで）及び当中間会計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）の中間財務諸表について、新日

本有限責任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。
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１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成21年12月31日)

当中間会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 167,926 202,327 138,600

受取手形 ※4
 150,651

※4
 195,457 350,402

売掛金 861,040 704,891 593,857

たな卸資産 896,290 738,410 740,146

その他 24,026 20,032 22,618

貸倒引当金 △27,456 △33,135 △27,765

流動資産合計 2,072,478 1,827,983 1,817,859

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1, ※2
 398,141

※1, ※2
 370,746

※1, ※2
 383,587

構築物（純額） ※1, ※2
 184,882

※1, ※2
 165,630

※1, ※2
 175,412

機械及び装置（純額） ※1, ※2
 143,509

※1, ※2
 123,804

※1, ※2
 132,198

土地 ※2
 1,646,881

※2
 1,621,368

※2
 1,621,368

その他（純額） ※1
 127,524

※1
 172,647

※1
 140,980

有形固定資産合計 2,500,938 2,454,197 2,453,547

無形固定資産 4,994 4,572 4,572

投資その他の資産

投資有価証券 22,403 21,763 22,073

その他 322,130 303,063 339,439

貸倒引当金 △253,100 △222,903 △247,982

投資その他の資産合計 91,433 101,923 113,530

固定資産合計 2,597,366 2,560,693 2,571,650

資産合計 4,669,844 4,388,677 4,389,509

負債の部

流動負債

買掛金 307,848 276,121 211,751

短期借入金 ※2
 1,994,416

※2
 2,077,368

※2
 1,984,488

未払金 250,415 228,285 196,321

未払法人税等 4,574 3,523 5,220

賞与引当金 18,343 16,815 20,265

リース債務 10,924 22,346 16,020

その他 ※5
 37,027

※5
 31,480 24,465

流動負債合計 2,623,549 2,655,939 2,458,533

固定負債

長期借入金 ※2
 899,720

※2
 545,060

※2
 636,804

退職給付引当金 103,408 106,325 110,259

リース債務 29,880 67,783 45,854

資産除去債務 － 7,680 －
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（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成21年12月31日)

当中間会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年６月30日)

固定負債合計 1,033,009 726,849 792,918

負債合計 3,656,558 3,382,788 3,251,451

純資産の部

株主資本

資本金 522,323 522,323 522,323

資本剰余金

資本準備金 389,632 389,632 389,632

資本剰余金合計 389,632 389,632 389,632

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 102,809 96,539 228,159

利益剰余金合計 102,809 96,539 228,159

自己株式 △1,112 △1,112 △1,112

株主資本合計 1,013,652 1,007,382 1,139,002

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △366 △1,494 △944

評価・換算差額等合計 △366 △1,494 △944

純資産合計 1,013,286 1,005,888 1,138,058

負債純資産合計 4,669,844 4,388,677 4,389,509
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

前事業年度の要約
損益計算書

(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 ※7
 2,269,780

※7
 1,851,394 4,811,328

売上原価 1,625,823 1,428,280 3,422,935

売上総利益 643,957 423,114 1,388,392

販売費及び一般管理費 535,432 500,067 1,098,849

営業利益又は営業損失（△） 108,525 △76,953 289,543

営業外収益 ※1
 12,278

※1
 13,302

※1
 21,955

営業外費用 ※2
 45,670

※2
 39,554

※2
 85,353

経常利益又は経常損失（△） 75,133 △103,204 226,145

特別利益 － ※3
 148

※3
 3,822

特別損失 － ※4
 18,779

※4, ※5
 28,484

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 75,133 △121,835 201,482

法人税、住民税及び事業税 989 942 1,988

法人税等合計 989 942 1,988

中間純利益又は中間純損失（△） 74,143 △122,778 199,493
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 522,323 522,323 522,323

当中間期末残高 522,323 522,323 522,323

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 389,632 389,632 389,632

当中間期末残高 389,632 389,632 389,632

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 35,739 228,159 35,739

当中間期変動額

剰余金の配当 △7,073 △8,841 △7,073

中間純利益又は中間純損失（△） 74,143 △122,778 199,493

当中間期変動額合計 67,070 △131,619 192,420

当中間期末残高 102,809 96,539 228,159

利益剰余金合計

前期末残高 35,739 228,159 35,739

当中間期変動額

剰余金の配当 △7,073 △8,841 △7,073

中間純利益又は中間純損失（△） 74,143 △122,778 199,493

当中間期変動額合計 67,070 △131,619 192,420

当中間期末残高 102,809 96,539 228,159

自己株式

前期末残高 △1,112 △1,112 △1,112

当中間期末残高 △1,112 △1,112 △1,112

株主資本合計

前期末残高 946,582 1,139,002 946,582

当中間期変動額

剰余金の配当 △7,073 △8,841 △7,073

中間純利益又は中間純損失（△） 74,143 △122,778 199,493

当中間期変動額合計 67,070 △131,619 192,420

当中間期末残高 1,013,652 1,007,382 1,139,002
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,150 △944 1,150

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,516 △550 △2,094

当中間期変動額合計 △1,516 △550 △2,094

当中間期末残高 △366 △1,494 △944

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,150 △944 1,150

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,516 △550 △2,094

当中間期変動額合計 △1,516 △550 △2,094

当中間期末残高 △366 △1,494 △944

純資産合計

前期末残高 947,732 1,138,058 947,732

当中間期変動額

剰余金の配当 △7,073 △8,841 △7,073

中間純利益又は中間純損失（△） 74,143 △122,778 199,493

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △1,516 △550 △2,094

当中間期変動額合計 65,553 △132,170 190,326

当中間期末残高 1,013,286 1,005,888 1,138,058
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 75,133 △121,835 201,482

減価償却費 59,773 48,733 119,921

減損損失 － － 25,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,239 △15,085 △11,147

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △3,450 1,943

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,691 △3,934 13,542

受取利息及び受取配当金 △122 △131 △334

支払利息 41,175 36,412 82,058

有形固定資産除却損 － 656 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △148 －

投資有価証券割当益 － － △3,684

有形固定資産売却損益（△は益） － － 2,734

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,887 －

損害補償金 － 11,235 －

割引手形の増減額（△は減少） △191,148 △26,306 △109,556

売上債権の増減額（△は増加） 109,108 90,672 100,166

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,702 1,736 90,441

仕入債務の増減額（△は減少） 82,228 64,369 △13,868

その他 68,846 34,482 6,925

小計 179,764 124,294 506,136

利息及び配当金の受取額 122 131 334

利息の支払額 △41,536 △37,352 △83,312

法人税等の支払額 △1,963 △1,759 △2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,386 85,314 420,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △241 △240 △490

投資有価証券の売却による収入 － － 3,572

有形固定資産の取得による支出 △12,311 △16,125 △27,543

有形固定資産の売却による収入 － － 142

定期預金の預入による支出 △27,000 △113,000 △74,008

定期預金の払戻による収入 30,000 128,000 60,000

その他 △754 △3,841 △5,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,308 △5,207 △43,402
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 90,000 △10,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △236,844 △288,864 △499,688

リース債務の返済による支出 △4,791 △8,865 △11,711

配当金の支払額 △6,930 △8,650 △6,973

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,565 △16,379 △328,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,513 63,726 49,187

現金及び現金同等物の期首残高 69,412 118,600 69,412

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 146,926

※1
 182,327

※1
 118,600
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

項　　目
前中間会計期間

（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

関連会社株式

移動平均法による原価

法

(1)有価証券

関連会社株式

同　　左

(1)有価証券

関連会社株式

同　　左

 その他有価証券

① 時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

その他有価証券

① 時価のあるもの

同　　左

その他有価証券

① 時価のあるもの

　期末の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

 ② 時価のないもの

　移動平均法による原価

法

② 時価のないもの

同　　左

② 時価のないもの

同　　左

 (2）たな卸資産

（ィ）商品・製品・原材料

  移動平均法による原価

法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)　

(2）たな卸資産

（ィ）商品・製品・原材料

同　　左

(2)たな卸資産

（ィ）商品・製品・原材料

同　　左

 （ロ）貯蔵品

　最終仕入原価法(収益性

の低下に基づく簿価切下

げの方法)

（ロ）貯蔵品

同　　左　

（ロ）貯蔵品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(付

属設備を除く)については

定額法

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

　建物　　　　２～38年

　機械装置　　２～15年

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(付

属設備を除く)については

定額法

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物　　　　２～38年

構築物　　　５～40年

機械装置　　２～15年

(1）有形固定資産

 (リース資産を除く)

同　　左

 (2)無形固定資産（ソフト

ウェア）

 （リース資産を除く）

　利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(2)無形固定資産（ソフト

ウェア）

 （リース資産を除く）

　　　同　　左

(2)無形固定資産（ソフト

ウェア）

 （リース資産を除く)

　　　同　　左

 (3)長期前払費用

　　定額法

(3)長期前払費用

同　　左

(3)長期前払費用

同　　左　

　 (4)リース資産　　　

　所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係る

リース資産

　リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しており

ます。

(4)リース資産　　　　　　　　　

　　　　同　　左　　

(4)リース資産

　　　　同　　左　
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

（1）貸倒引当金

同　　　左

（1）貸倒引当金

同　　　左

 （2）賞与引当金

　従業員への賞与支出に充

てるため、支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上

しております。

（2）賞与引当金

同　　　左

（2）賞与引当金

従業員への賞与支出に充

てるため、支給見込額を計

上しております。

 （3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（271,896千円）について

は15年による按分額を費用

処理しており、数理計算上

の差異については、各事業

年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。

（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（271,896千円）について

は15年による按分額を費用

処理しており、数理計算上

の差異については、各事業

年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しており、

過去勤務債務については発

生した事業年度における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額

を発生した事業年度から費

用処理しております。　

（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（271,896千円）について

は15年による按分額を費用

処理しており、数理計算上

の差異については、各事業

年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しており、

過去勤務債務については発

生した事業年度における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額

を発生した事業年度から費

用処理しております。

 　 　 　　(会計処理の変更)

　「退職給付に係る会計基

準」の一部改正(その３)(企

業会計基準第19号　平成20年

７月31日)を当事業年度末か

ら適用しております。なお、

従来の方法による割引率と

同一の割引率を使用するこ

ととなったため、当事業年度

の財務諸表に与える影響は

ありません。
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

 　 　 （追加情報）

  当社は、平成22年５月26

日付で退職金規程を改定

し、税制適格退職年金制度

から確定給付企業年金法に

よる規約型確定確定給付企

業年金制度へ移行しており

ます。この移行に伴う当事

業年度の影響額は、退職給

付費用の減額として5,282

千円となり、営業利益、経常

利益及び、税引前当期純利

益は、2,826千円増加してお

ります。　

４．リース取引の処理方法 　所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース

取引開始日が平成20年３月

31日以前のものについては、

通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっ

ております。

同　　　左 同　　　左

５．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、随時引出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同　　　左 同　　　左　

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。

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21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

────── (資産除去債務に関する会計基準等)

　当中間会計期間より、「資産除去債務

に関する会計基準」(企業会計基準第

18号 平成20年３月31日)及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。

　これにより、当中間会計期間の営業損

失、経常損失はそれぞれ114千円増加

し、税引前中間純損失は7,002千円増加

しております。　

──────
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成21年12月31日）

当中間会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

                 4,652,222千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,709,890千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

4,673,341千円

※２．担保資産

イ．担保差入資産

※２．担保資産

イ．担保差入資産

※２．担保資産

イ．担保差入資産
建物 206,760千円

構築物 2,247千円

機械及び装置 20,966千円

土地 1,646,881千円

計 1,876,855千円

建物 192,423千円

構築物 2,020千円

機械及び装置 20,966千円

土地 1,621,368千円

計 1,836,779千円

建物 199,333千円

構築物 2,098千円

機械及び装置 20,966千円

土地 1,621,368千円

計 1,843,765千円

ロ．債務の内容 ロ．債務の内容 ロ．債務の内容
短期借入金 1,480,000千円

長期借入金 694,136千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む）

計 2,174,136千円

短期借入金 1,560,000千円

長期借入金 582,428千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む）

計 2,142,428千円

短期借入金 1,470,000千円

長期借入金 551,292千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む）

計 2,021,292千円

３．受取手形裏書譲渡高

             492,397千円

３．受取手形裏書譲渡高

354,323千円

３．受取手形裏書譲渡高

414,684千円

　　　受取手形割引高

       26,766千円

　　　受取手形割引高

82,051千円

　　　受取手形割引高

108,358千円

※４．中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、

当中間期末日が金融機関の休日

の為、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれており

ます。

※４．中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、

当中間期末日が金融機関の休日

の為、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれており

ます。

──────

受取手形 414千円 受取手形 50千円 　

※５．消費税等の取扱い

「仮払消費税等」及び「仮受消費

税等」は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してあり

ます

※５．消費税等の取扱い

同　　　左

　　　　　──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

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

受取利息 4千円

受取賃貸料 1,276千円

受取保険金 3,540千円

貸倒引当金戻入

益　
5,200千円

受取利息 10千円

受取賃貸料 1,472千円

スクラップ売却

益
3,807千円

受取利息 67千円

受取賃貸料 2,138千円

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

支払利息 41,175千円 支払利息 36,412千円 支払利息 82,058千円

有価証券売却損　 112千円

──────　　  ※３.特別利益のうち主要なもの

ゴルフ会員権売

却益
148千円

　　

※３.特別利益のうち主要なもの    

投資有価証券割

当益 
3,684千円

固定資産売却益 　137千円

──────  ※４．特別損失のうち主要なもの　 ※４．特別損失のうち主要なもの　

　 固定資産　　　除却

損
656千円　　　

資産除去債務会計

基準の適用に伴う

影響額

6,887千円　　

損害補償金 11,235千円

固定資産　　除却

損
2,871千円　　　

ゴルフ会員権評

価損
100千円　　

減損損失 25,512千円

────── ──────  ※５．減損損失

　　　当社は、以下の資産グループに

　　ついて減損損失を計上しました。　　　　

　　　　　　　　　

場所 用途 種類
金額　　

(千円)

茨城県　　　稲

敷郡阿見町
遊休資産 土地 18,644

茨城県　　　小

美玉市　
遊休資産 土地 6,868

 　合計 　 25,512

　 　 　(経緯)

　上記の資産は、時価が帳簿価額に対

して著しく下落しているため、当事業

年度において帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しております。

　 　 (グルーピング)

　管理会計上の区分を基本として、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

　 　 (回収可能評価額の算定方法等)

　回収可能価額は、正味売却価額によ

り算定しており、不動産鑑定士の鑑定

評価価額を基準としております。
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前中間会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

 ※６.減価償却実施額

有形固定資産 53,617千円　

無形固定資産 481千円

 　６.減価償却実施額

有形固定資産 48,339千円　

 ※６.減価償却実施額

有形固定資産 118,221千円

無形固定資産 904千円

 ※７．当社の売上高は、季節的変動に

より上半期に比較して、下半期が大

きくなる傾向にあります。

 ※７．当社の売上高は、季節的変動に

より上半期に比較して、下半期が大

きくなる傾向にあります。

──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 3,542,000 － － 3,542,000

合計 3,542,000 － － 3,542,000

自己株式     

普通株式 5,344 － － 5,344

合計 5,344 － － 5,344

　

２.新株予約権及び自己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

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

　基準日 　効力発生日

平成21年９月28日

定時株主総会　
普通株式 7,073 2.00 平成21年６月30日　平成21年９月29日

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 3,542,000 － － 3,542,000

合計 3,542,000 － － 3,542,000

自己株式     

普通株式 5,344 － － 5,344

合計 5,344 － － 5,344

　

２.新株予約権及び自己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

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

　基準日 　効力発生日

平成22年９月28日

定時株主総会　
普通株式 8,841 2.50 平成22年６月30日　平成22年９月29日

(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成21年７月１日　至　平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 3,542,000 － － 3,542,000

合計 3,542,000 － － 3,542,000

自己株式     

普通株式 5,344 － － 5,344

合計 5,344 － － 5,344

　　

２.新株予約権及び自己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

(1)配当金支払額　 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

　基準日 　効力発生日

平成21年９月28日

定時株主総会　
普通株式 7,073 2.00 平成21年６月30日　平成21年９月29日

　

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの　

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年９月28日

定時株主総会
普通株式 8,841 2.50 平成22年６月30日　平成22年９月29日

　

　

（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21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30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

※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

※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

現金及び預金勘定 167,926千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△21,000千円

現金及び現金同等

物

146,926千円

現金及び預金勘定 202,327千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△20,000千円

現金及び現金同等

物

182,327千円

現金及び預金勘定 138,600千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△20,000千円

現金及び現金同等

物

118,600千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引

　①リース資産の内容

有形固定資産

　主として、各生産部門における工

場のフォークリフト（運搬具）で

あります。

　②リース資産の減価償却の方法

　中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項「２．固定資産

の減価償却の方法」に記載のとお

りであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうちリース取引開

始日が、平成20年３月31日以前の

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、その内容は次

のとおりであります。

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引

　①リース資産の内容

有形固定資産

　同　　　左　

　

　　

　②リース資産の減価償却の方法

　同　　　左　

　

　

　

　同　　　左　

　

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引

　①リース資産の内容

有形固定資産

　同　　　左　

　

　　

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「３．固定資産

の減価償却の方法」に記載のとお

りであります。

なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース取引

開始日が、平成20年３月31日以前

の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、その内容は

次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

 機械及び装置　 その他 　 合計

取得価額相当

額
－千円　 52,374千円　 52,374千円

減価償却累計

額相当額
－千円　 38,915千円　 38,915千円

中間期末残高

相当額
－千円　 13,459千円　 13,459千円

 機械及び装置　 その他 　 合計

取得価額相当

額
－千円　 35,117千円　 35,117千円

減価償却累計

額相当額
－千円　 29,831千円　 29,831千円

中間期末残高

相当額
－千円　 5,285千円　 5,285千円

 機械及び装置　 その他 　 合計

取得価額相当

額
－千円　 49,736千円　 49,736千円

減価償却累計

額相当額
－千円　 32,790千円　 32,790千円

期末残高相当

額
－千円　 16,946千円　 16,946千円

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 9,318千円

１年超 5,621千円

　合計 14,940千円

１年以内 5,379千円

１年超 －千円

　合計 5,379千円

１年以内 9,655千円

１年超 9,410千円

　合計 19,066千円

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 6,060千円

減価償却費相当額 5,094千円

支払利息相当額 507千円

支払リース料 4,293千円

減価償却費相当額 3,744千円

支払利息相当額 226千円

支払リース料 12,110千円

減価償却費相当額 9,999千円

支払利息相当額 1,094千円

４．減価償却費相当額及び支払利息相

当額の算定方法

・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

価格を零とする定率法に準じた

方式によっております。

４．減価償却費相当額及び支払利息相

当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

４．減価償却費相当額及び支払利息相

当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

・支払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。

・支払利息相当額の算定方法

同　　　左

・支払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

（金融商品関係）

当中間会計期間末（平成22年12月31日）

金融商品の時価等に関する事項　

　平成22年12月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（単位：千円）　　　　　　　

　 中間貸借対照表計上額 　時　　価 　差　　額

　（１）現金及び預金  202,327 　202,327 　－

　（２）受取手形 　 195,457 　195,457 　－

　（３）売掛金 　 704,891 　704,891 　－

　（４）投資有価証券

その他有価証券

　

8,368　

　

　8,368

　

　　－

資産計  1,111,045  1,111,045  －

　（１）買掛金　  276,121 276,121  －

　（２）短期借入金　  1,560,000 1,560,000  －

　（３）1年内返済予定の

　　　　　　長期借入金
 517,368 　517,368  －

　（４）未払金  228,285 228,285  －

　（５）長期借入金　  545,060 538,556　  △6,503

負債計  3,126,834 3,120,331  △6,503

　

　（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

（１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金

　これらは短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

（４）投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

（１）買掛金、（２）短期借入金、（３）１年内返済予定の長期借入金、（４）未払金

　これらは短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

（５）長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

　

　（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

　 中間貸借対照表計上額

　非上場株式 　　　　　　　1,590

　関係会社株式　 　　　　　　10,250

　出資金　 　12,160

　投資事業有限責任組合出資金 　1,554

    これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、「（４）投資有価証券」には含めておりません。
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前事業年度末（平成22年６月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成22年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（単位：千円）　

　 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（１）現金及び預金 138,600　　　 138,600　　　 －

（２）受取手形 350,402 350,402 －

（３）売掛金 593,857 593,857 －

（４）投資有価証券

　　　その他有価証券

　

8,678

　

8,678

　

－

資産計 　1,091,539 　1,091,539 　－

（１）買掛金 211,751 211,751 －

（２）短期借入金 1,470,000 1,470,000 －

（３）１年内返済予定

の長期借入金
514,488 514,488 －

（４）未払金 196,321 196,321 －

（５）長期借入金 636,804 629,646 △7,157

負債計 　3,029,365 　3,022,207 　△7,157

　
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　資産　

　（１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）売掛金

　これらは短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　（４）投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

　負債

　（１）買掛金、（２）短期借入金、（３）１年内返済予定の長期借入金、（４）未払金

　これらは短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　（５）長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。
　
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

　　 　貸借対照表計上額

　非上場株式 1,590　

　関係会社株式　 10,250

　出資金　 12,160

　投資事業有限責任組合出資金 　1,554

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、「（４）投資有価証券」には含めておりません。
　
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。
　
（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しており

ます。　　
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
前中間会計期間末（平成21年12月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 9,373 9,007 △366

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 9,373 9,007 △366

　
２．時価評価されていない主な有価証券（上記１．を除く）

 
前中間会計期間末（平成21年12月31日）
中間貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券  

非上場有価証券 1,590

投資事業有限責任組合出資金 1,554

　

（当中間会計期間）

有価証券

１．関連会社株式

　　関連株式会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式10,250千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　
　
２．その他有価証券 

　  種類
中間貸借対照表計上
額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1)株式 721 625 95

(2)債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

　 小計 721 625 95

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1)株式 7,647 9,237 △1,589

(2)債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

　 小計 7,647 9,237 △1,589

　 合計 8,368 9,863 △1,494
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（前事業年度）

その他有価証券 

　  種類
前事業年度末（平成22年６月30日）

貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
　株式 1,204 1,009 195　

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
　株式 　7,473  　8,613  △1,139

合計　 8,678　 9,622　 △944

　　

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資

損失の金額は、損益等からみて重要性が乏しいので記載を省略しております。

(資産除去債務関係)
　当中間会計期間末（平成22年12月31日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減　　 

前事業年度末残高（注） 　7,607千円

時の経過よる調整額 　72千円

当中間会計期間末残高 　7,680千円

(注)　当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用してい

るため前事業年度末の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

　当社は、コンクリート二次製品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

【関連情報】

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高（以下同様）の90％を

超えるため、記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　

　

(2）有形固定資産

　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。　　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。　

　

（追加情報）

　当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。　

EDINET提出書類

株式会社武井工業所(E01215)

半期報告書

33/38



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり純資産額 286円51銭

１株当たり中間純利益 20円96銭

１株当たり純資産額 284円42銭

１株当たり中間純損失 34円72銭

１株当たり純資産額 321円78銭

１株当たり当期純利益 56円40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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中

間純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は、1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

前事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

中間(当期)純利益又は中間

純損失(△)　(千円)
74,143 △122,778 199,493　

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)

74,143 △122,778 199,493

期中平均株式数（株） 3,536,656 3,536,656 3,536,656

（重要な後発事象）

　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、岩瀬工場及び小川工場等が被災しました。

　この地震により、当事業年度の下半期において、たな卸資産、機械及び装置等の破損による損失の発生と、復旧のた

めの修繕費等の発生が見込まれますが、財政状態及び経営成績に与える影響額について現時点では未確定でありま

す。

（２）【その他】

　　　　該当事項はありません。
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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。

   有価証券報告書及びその添付書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      事業年度　(第55期)　(自　平成21年７月１日　至　平成22年６月30日)　平成22年９月29日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 平成22年３月25日

株式会社　武井工業所  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 麻生　和孝

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 蛭田　清人

　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

株式会社武井工業所の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第55期事業年度の中間会計期間（平成21年７月１日

から平成21年12月31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、

株式会社武井工業所の平成21年12月31日現在の財務状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年７月１日か

ら平成21年12月31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）１．上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 平成23年３月28日

株式会社　武井工業所  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 麻生　和孝

　

指定有限責任社員

業務執行社員

　

 公認会計士 若松　昭司

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 蛭田　清人

　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

株式会社武井工業所の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成22年７月１日

から平成22年12月31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、

株式会社武井工業所の平成22年12月31日現在の財務状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成22年７月１日か

ら平成22年12月31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

　重要な後発事象に記載されているとおり、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、会社は岩瀬工場及

び小川工場等に被害を受けている。なお、財政状態及び経営成績に与える影響額について現時点では未確定である。

　

　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）１．上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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