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決算取締役会開催日 平成18年５月18日 中間配当制度の有無 有
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単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 26,295 △12.0 △286 － △267 －

17年 3月期 29,884 △14.8 360 △77.4 375 △76.6

当期純損失
１株当たり
当期純損失

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年 3月期 1,217 － 68 60 －  △12.5 △1.1 △1.0

17年 3月期 1,415 － 79 65 －  △12.7 1.4 1.3

（注）①期中平均株式数 18年３月期 17,743,506株 17年３月期 17,774,169株 

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 5 00 － － 5 00 88 △7.3 1.0

17年３月期 8 00 － － 8 00 141 △10.0 1.4

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 23,747 9,115 38.4 513 77

17年３月期 24,279 10,327 42.5 582 01

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 17,743,036株 17年３月期 17,744,005株 

②期末自己株式数 18年３月期 859,208株 17年３月期 858,239株 

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 9,000 △610 △460 0 00 　― 　―

通　期 26,000 100 － ― 5 00 5 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　－円－銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の２～７ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金預金   2,767,166   2,893,951  

受取手形   1,020,685   1,379,455  

完成工事未収入金   7,882,138   7,308,930  

売掛金   29,487   231,947  

未成工事支出金   3,146,157   3,398,281  

仕掛品   15,252   －  

材料貯蔵品   93,767   93,500  

未収消費税等   －   115,986  

前払費用   5,334   5,360  

繰延税金資産   385,097   297,012  

未収入金   1,018,659   1,001,988  

関係会社短期貸付金   50,000   －  

その他   27,399   19,573  

貸倒引当金   △50,002   △10,902  

流動資産合計   16,391,144 67.5  16,735,086 70.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

建物  2,632,955   2,661,694   

減価償却累計額  1,312,112 1,320,843  1,410,831 1,250,863  

構築物  795,801   787,407   

減価償却累計額  554,207 241,594  578,794 208,612  

機械装置  4,345,822   3,792,015   

減価償却累計額  3,206,949 1,138,873  2,908,897 883,117  

車両運搬具  198,900   209,070   

減価償却累計額  163,250 35,649  176,957 32,112  

工具器具・備品  1,364,221   1,396,338   

減価償却累計額  1,230,517 133,703  1,271,470 124,867  

土地   2,463,938   2,458,875  

有形固定資産計   5,334,602 22.0  4,958,448 20.9

２　無形固定資産        

ソフトウェア   49,725   211,910  

電話加入権   17,912   17,912  

その他   175,002   6,353  

無形固定資産計   242,639 1.0  236,176 1.0
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

投資有価証券   717,687   969,541  

関係会社株式   140,100   45,100  

関係会社長期貸付金   220,000   490,000  

従業員長期貸付金   3,962   3,488  

破産・更生債権等   13,971   12,931  

長期前払費用   11,446   10,025  

繰延税金資産   847,446   －  

長期差入保証金   294,764   274,429  

その他   75,739   75,228  

貸倒引当金   △13,971   △62,931  

投資その他の資産計   2,311,146 9.5  1,817,813 7.6

固定資産合計   7,888,389 32.5  7,012,438 29.5

資産合計   24,279,533 100  23,747,525 100
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形 ※５  4,999,429   1,467,473  

工事未払金 ※５  3,117,634   6,885,789  

未払金 ※５  96,955   67,782  

未払費用   296,145   499,294  

未払法人税等   42,438   64,125  

未払消費税等   128,718   －  

未成工事受入金   3,046,953   3,249,214  

預り金   442,372   479,252  

前受収益   8,088   9,025  

完成工事補償引当金   30,594   25,817  

その他   5,241   6,696  

流動負債合計   12,214,573 50.3  12,754,472 53.7

Ⅱ　固定負債        

繰延税金負債   －   186,597  

退職給付引当金   1,436,170   1,440,480  

役員退職慰労引当金   203,901   152,403  

その他   97,756   97,756  

固定負債合計   1,737,828 7.2  1,877,238 7.9

負債合計   13,952,401 57.5  14,631,711 61.6

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  2,379,273 9.8  2,379,273 10.0

Ⅱ　資本剰余金        

資本準備金  2,224,487   2,224,487   

その他資本剰余金        

自己株式処分差益  0   0   

資本剰余金合計   2,224,487 9.2  2,224,487 9.4

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  301,340   301,340   

２　任意積立金        

特別償却準備金  22,036   13,428   

別途積立金  5,721,000   4,721,000   

３　当期未処理損失  118,052   468,600   

利益剰余金合計   5,926,324 24.4  4,567,168 19.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   127,091 0.5  275,277 1.2

Ⅴ　自己株式 ※３  △330,045 △1.4  △330,394 △1.4

資本合計   10,327,132 42.5  9,115,814 38.4

負債資本合計   24,279,533 100  23,747,525 100
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高    100   100

完成工事高  29,482,157   25,651,249   

製品売上高  402,331 29,884,489  644,328 26,295,578  

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価  25,722,235   22,537,411   

製品売上原価  367,077 26,089,312 87.3 546,055 23,083,466 87.8

売上総利益        

完成工事総利益  3,759,922   3,113,838   

製品売上総利益  35,254 3,795,176 12.7 98,272 3,212,111 12.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１       

役員報酬  177,502   232,036   

従業員給料手当  1,711,967   1,698,948   

退職金  6,793   3,408   

退職給付引当金繰入額  102,947   88,102   

役員退職慰労引当金繰入額  33,830   －   

法定福利費  224,849   218,563   

福利厚生費  107,196   83,628   

事務用品費  105,189   106,723   

電算関係費  108,723   87,282   

通信交通費  296,941   305,923   

調査研究費  31,656   148,492   

交際費  100,752   92,001   

寄付金  9,500   11,931   

地代家賃  197,789   185,956   

減価償却費  35,270   64,228   

租税公課  36,064   38,997   

雑費  147,856 3,434,831 11.5 132,682 3,498,906 13.3

営業利益又は営業損失
（△）

  360,345 1.2  △286,794 △1.1
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

受取利息 ※６ 2,919   8,978   

受取配当金  9,308   8,503   

受取賃貸料  4,843   5,250   

その他  22,477 39,549 0.2 19,506 42,238 0.2

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  1,635   549   

支払保証料  19,374   21,117   

その他  3,240 24,250 0.1 968 22,635 0.1

経常利益又は経常損失
（△）

  375,644 1.3  △267,191 △1.0

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※２ 17,504   280,260   

貸倒引当金戻入額  17,333   32,429   

その他  2,378 37,216 0.1 － 312,689 1.2

Ⅶ　特別損失        

投資有価証券評価損  －   500   

関係会社株式評価損 ※５ －   94,999   

固定資産除却損 ※３ 31,956   46,922   

貸倒引当金繰入額 ※５ －   50,000   

減損損失 ※４ 1,140,000   －   

特別退職金等  402,996   －   

震災復旧費  16,684   －   

その他  1,800 1,593,437 5.4 － 192,422 0.8

税引前当期純損失（△）   △1,180,576 △4.0  △146,924 △0.6

法人税、住民税及び事業税  43,889   48,598   

法人税等調整額  191,192 235,081 0.7 1,021,680 1,070,278 4.0

当期純損失（△）   △1,415,658 △4.7  △1,217,203 △4.6

前期繰越利益   1,297,606   748,603  

当期未処理損失（△）   △118,052   △468,600  
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完成工事原価報告書

科目

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費 7,019,746 27.3 6,132,757 27.2

労務費 1,348,306 5.2 1,365,906 6.1

外注費 9,148,745 35.6 7,646,436 33.9

経費 8,204,459 31.9 7,392,310 32.8

（うち人件費） (1,016,570) (4.0) (787,787) (3.5)

振替部材費 976 0.0 － －

合計 25,722,235 100 22,537,411 100

　（注）１　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

２　振替部材費は、請負工事契約に基づく製品製造原価の完成工事原価への振替額であります。

 

製造原価明細書

科目

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費 115,952 31.5 47,720 9.0

労務費 46,874 12.7 35,294 6.7

経費 129,161 35.1 113,218 21.3

外注費 75,949 20.7 334,569 63.0

当期総製造費用 367,937 100 530,802 100

期首仕掛品たな卸高 16,180  15,252  

他勘定への振替高 812  －  

合計 383,306  546,055  

期末仕掛品たな卸高 15,252  －  

当期製品製造原価 368,053  546,055  

完成工事原価への振替部材費 976  －  

当期製品売上原価 367,077  546,055  

　（注）１　原価計算の方法は、総合原価計算であります。

２　他勘定への振替高は、次のとおりであります。

振替先 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

材料貯蔵品 812 －

営業外費用のその他（不良品破損品他） － －

合計 812 －
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(3）利益処分計算書

  
前事業年度

（平成17年６月24日）
株主総会決議

当事業年度（案）
（平成18年６月27日）

株主総会決議

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   118,052  468,600

Ⅱ　任意積立金取崩額      

特別償却準備金取崩額  8,607  8,607  

別途積立金取崩額  1,000,000 1,008,607 1,000,000 1,008,607

計   890,555  540,007

Ⅲ　利益処分額      

配当金  141,952  88,715  

（１株につき）  （ 8円00銭） 141,952 （ 5円00銭） 88,715

Ⅳ　次期繰越利益   748,603  451,292

      

　（注）　その他資本剰余金０千円は、次期に繰り越しております。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

同左

 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）

 

 時価のないもの……移動平均法による原

価法

 

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金…個別法による原価法

仕掛品……………移動平均法による原価法

材料貯蔵品………移動平均法による原価法

同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産……定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物、構築物　　　　　　７～50年

機械装置、車両運搬具、工具器具・備

品　　　　　　　　　２年～12年

無形固定資産……定額法

長期前払費用……定額法

同左

４　引当金の計上基準 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

債権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。

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事等にかかる瑕疵担保等責任に備

えるため、過去の実績に基づく将来の補償

見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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

の見込額に基づき計上しております。

　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（12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。

（追加情報）

　当社は、希望退職者の募集に伴う大量の

退職を受けて、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。当該処理

に伴う費用（13,454千円）を含めて、希望

退職実施に伴う費用（402,996千円）を特

別損失の「特別退職金等」として計上して

おります。

　なお、特別退職金等の内訳は、割増退職

金297,982千円、その他損失105,013千円で

あります。

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

の見込額に基づき計上しております。

　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（12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。

――――――――

 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく役員退職慰労金期末要支給額

の100％相当額を計上しております。

 ――――――――

役員退職慰労引当金

同左

 

 

 

（追加情報）　

　平成18年４月28日開催の当社取締役会に

おいて、平成17年３月末までの要支給額を

もって役員の退職慰労金の支給を凍結する

ことを決議しております。このため当事業

年度の新たな繰入は行っておりません。

５　完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、工期が１年以上、かつ、

請負金額５億円以上の長期大型工事につい

ては、工事進行基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工事高

は9,076,111千円であります。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっておりますが、工期が１年以上、かつ、

請負金額５億円以上の長期大型工事につい

ては、工事進行基準を適用しております。

　なお、工事進行基準による完成工事高

は6,826,212千円であります。

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によっております。

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

　消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は税抜方式によっております。

消費税等に相当する額の会計処理

同左
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　会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

「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）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る

財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

これにより税引前当期純損失が1,140,000千円多く計上さ

れております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

――――――――

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（損益計算書関係）　

　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取賃貸料」（前事業年度2,593千

円）は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分

掲記しております。

―――――――― 

　追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示について）

　当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割20,900千円

を販売費及び一般管理費に計上しております。

――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１　偶発債務 １　偶発債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

富士興産㈱ 989,080千円 富士興産㈱    783,286千円

※２　会社が発行する株式の総数 普通株式 53,000千株 ※２　会社が発行する株式の総数 普通株式 53,000千株

　ただし定款の定めにより、株式の消却が行なわれた

場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっ

ております。

　ただし定款の定めにより、株式の消却が行なわれた

場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっ

ております。

発行済株式の総数 普通株式 18,602千株 発行済株式の総数 普通株式 18,602千株

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式858千株

であります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式859千株

であります。

４　配当制限 ４　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は127,091千円

であります。

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は275,277千円

であります。

―――――――― ※５　一括ファクタリングシステムによる支払方法の変更　

　平成17年５月支払い分より、一部仕入先等への支払

方法を手形から一括ファクタリングシステムによる支

払いに変更しております。この変更に伴い、支払手形

は2,763,737千円、設備関係支払手形は19,141千円そ

れぞれ減少し、工事未払金は2,763,737千円、未払金

は19,141千円それぞれ増加しております。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は59,572千円であ

ります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は53,894千円であ

ります。

※２　固定資産売却益の内容は、主に機械装置の売却によ

るものであります。

※２　固定資産売却益の内容は、主に土地の売却によるも

のであります。

※３　固定資産除却損の内容は、主に建物、機械装置の除

却によるものであります。

※３　固定資産除却損の内容は、主に建物、機械装置の除

却によるものであります。

※４　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

九州小竹工場
 セメント製品

 製造設備

 建物

 構築物

 機械装置

三重工場
 セメント製品

 製造設備

 建物

 構築物

 機械装置

　当社は管理会計上の区分を基準に、工事用資産は支店単

位、工場資産は工場単位、賃貸用資産は物件単位にグルー

ピングを行っております。

　これらの資産グループのうち、九州小竹工場（福岡県鞍

手郡）、三重工場（三重県多気郡）は、受注競争の激化に

より受注単価が低下し回復が見込まれないことから、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」（1,140,000千円）として特別損失に計上しました。

　減損損失の内訳は、建物468,031千円、構築物78,559千

円、機械装置593,409千円であります。

　回収可能価額は正味売却価額を使用し、不動産鑑定評価

基準に基づく不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価額

又は路線価等から処分費用見込額を控除して算出しており

ます。

――――――――

―――――――― ※５　関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額は㈱富士

メンテに対する投融資に係るものであります。　

―――――――― ※６　受取利息のうち関係会社に対するものは7,202千円

であります。
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（リース取引関係）

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、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

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

 千円 千円 千円

工具器
具・備品

85,920 72,822 13,098

その他 35,074 29,887 5,186

合計 120,994 102,709 18,285

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

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

 千円 千円 千円

工具器
具・備品

53,591 41,973 11,617

その他 31,440 27,485 3,955

合計 85,031 69,459 15,572

 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年内 21,530千円

１年超 18,466 

計 39,996 

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年内 14,167千円

１年超 15,230 

計 29,397 

 ３　支払リース料、減価償却費相当額、

リース資産減損勘定の取崩額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 32,140千円

減価償却費相当額 23,704 

支払利息相当額 1,702 

３　支払リース料、減価償却費相当額、

リース資産減損勘定の取崩額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 24,138千円

減価償却費相当額 15,423 

支払利息相当額 829 

 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10％として定率法により計算した額に、

10／９を乗じる方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

 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

 　（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

いため、項目等の記載は省略しておりま

す。

　（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 千円

未払事業税等否認 10,188

未払賞与否認 86,079

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,905

退職給付引当金算入限度超過額 528,685

役員退職慰労引当金算入限度超過額 82,376

有価証券評価損否認 85,972

会員権評価損否認 21,149

減価償却超過額否認 155,298

減損損失 426,462

前受収益益金算入額 23,853

繰越欠損金 223,620

その他 307,151

繰延税金資産小計 1,953,744

　　評価性引当額 △626,088

　　繰延税金資産合計 1,327,655

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 8,962

その他 86,149

繰延税金負債合計 95,111

繰延税金資産の純額 1,232,543

（繰延税金資産） 千円

未払事業税等否認 8,380

未払賞与否認 57,031

貸倒引当金損金算入限度超過額 22,854

退職給付引当金算入限度超過額 580,423

役員退職慰労引当金算入限度超過額 63,101

有価証券評価損否認 140,132

会員権評価損否認 19,129

減価償却超過額否認 173,650

減損損失 367,391

前受収益益金算入額 22,468

繰越欠損金 229,808

その他 267,862

繰延税金資産小計 1,952,236

　　評価性引当額 △1,652,236

　　繰延税金資産合計 300,000

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 2,987

その他 186,597

繰延税金負債合計 189,585

繰延税金資産の純額 110,414

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 △40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
4.4

受取配当等永久に益金に算入されな

い項目
△0.2

住民税均等割額 3.8

評価性引当額の増減 53.0

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.9

法定実効税率 △40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
41.1

受取配当等永久に益金に算入されな

い項目
△1.2

住民税均等割額 30.2

評価性引当額の増減 698.4

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 728.5
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 582.01円      513.77 円

１株当たり当期純損失金額 79.65円     68.60 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純

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。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期純

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。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

当期純損失（千円） 1,415,658 1,217,203

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,415,658 1,217,203

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,774 17,743

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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７．役員の異動（平成18年６月27日付）

(1）代表者の異動

①　役職の異動

代表取締役執行役員社長 河 野　文 將 （現：代表取締役社長） 

代表取締役専務執行役員 長 尾　德 博 （現：代表取締役専務取締役営業本部長、関西支店担当）

(2）その他の役員の異動

①　新任取締役候補者

取締役執行役員
管理本部長

田 代　眞 人 （現：当社理事九州支店管理部長）

取締役執行役員
技術本部長兼事業開発室長

藤 本　良 雄 （現：当社理事事業開発室長）

取締役 竹 野　孝 之 （現：太平洋セメント株式会社執行役員九州支店長）
※竹野孝之氏は社外取締役の候補者です。

②　退任予定取締役

専務取締役 長 野　紘 一 （当社特別顧問に就任予定）

常務取締役 吉 川　勝 敏 （当社顧問に就任予定）

常務取締役
技術本部長、中部支店担当

川 崎　邦 重 （当社顧問に就任予定）

常務取締役
関東支店長

楠 川　晴 重 （当社常務執行役員関東支店長に就任予定）

常務取締役 高 松　正 伸 （当社常務執行役員営業担当に就任予定）

常務取締役 菅 原　勝 広 （当社常務執行役員営業担当に就任予定）

常務取締役
管理本部長、事業開発室担当

内　野　　寛 （当社常勤監査役に就任予定）

常務取締役
九州支店長

重 冨　建 男 （当社常務執行役員九州支店長に就任予定）

取締役
関西支店長兼工事管理推進室長

松　下　　求 （当社執行役員関西支店長兼工事管理推進室長に就任予定）

取締役
中部支店長兼工事管理推進室長

太　田　　豊 （当社執行役員中部支店長兼工事管理推進室長に就任予定）

取締役 鈴 木　信 博 （アサノコンクリート株式会社取締役に就任） 

※鈴木信博氏は社外取締役です。

③　新任監査役候補者 

常勤監査役 内　野　　寛 （現：当社常務取締役管理本部長、事業開発室担当）

常勤監査役 矢加部　秀 雄 （現：九電ビジネスソリューションズ株式会社代表取締役専務
取締役）

※矢加部秀雄氏は社外監査役の候補者です。

④　退任予定監査役 

監査役 今 村　重 熙  

仮監査役 古 江　賢  

※今村重熙氏及び古江賢氏は社外監査役です。

⑤　役職の異動 

取締役執行役員
営業本部長

古 藤　泰 和 （現：当社取締役営業本部副本部長）
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