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1. 18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 

   

 

 
   
(2) 配当状況 

   
(3) 財政状態              (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

   
2. 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） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 15円76銭 
中間営業利益  340百万円、通期営業利益 1,000百万円 

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって 
異なる結果となる可能性があります。  
なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)添付資料の7ページを参照して下さい。 

平成18年 3月期 個別財務諸表の概要

 

上場会社名 日本コンクリート工業株式会社 上場取引所 東
コード番号 5269 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.ncic.co.jp/)                                 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 松原 範幸
問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 有野 隆秀    TEL (03)5462－1027

決算取締役会開催日 平成18年５月22日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日

単元株制度採用の有無 有(１単元  1,000株)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 18年３月期 32,239  12.6 709 39.1 575 75.3
 17年３月期 28,628 12.8 510 18.9 328 16.2

当期純利益 １株当たり 
当期純利益

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 647 109.0 13.34 ― 3.9 1.3 1.8
 17年３月期 309 58.3 6.28 ― 2.1 0.8 1.2

(注) ① 期中平均株式数 18年３月期 46,383,849株  17年３月期 45,219,382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

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 3.00 0.00 3.00 153 22.5 0.9
 17年３月期 2.50 0.00 2.50 113 39.8 0.8

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 45,954 18,066 39.3 351.66
 17年３月期 40,520 14,783 36.5 326.40

(注) ① 期末発行済株式数 18年３月期 51,290,937株  17年３月期 45,213,751株
② 期末自己株式数 18年３月期 86,495株 17年３月期 77,257株

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 15,700 330 250 0.00 ― ―
通   期 33,200 930 760 ― 4.00 4.00
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財 務 諸 表 等 

   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

 １ 現金及び預金 2,294,079 2,287,257

 ２ 受取手形 ※10 5,430,422 5,030,764

 ３ 売掛金 5,007,020 5,912,878

 ４ 製品 2,557,730 3,002,992

 ５ 原材料 125,266 136,902

 ６ 仕掛品 46,260 50,770

 ７ 未成工事支出金 246,889 228,837

 ８ 未成受託研究支出金 178 1,932

 ９ 貯蔵品 50,554 50,914

 10 前渡金 20,105 105,266

 11 前払費用 64,368 84,524

 12 繰延税金資産 140,883 124,702

 13 未収入金 ※５ 864,024 1,099,576

 14 短期貸付金 ― 3,368,088

 15 その他 ※10 209,703 167,272

 16 貸倒引当金 △21,745 △35,438

   流動資産合計 17,035,742 42.0 21,617,241 47.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 5,952,651 5,865,469

    減価償却累計額 4,177,909 1,774,742 4,258,342 1,607,127

  (2) 構築物 2,002,327 1,986,501

    減価償却累計額 1,577,903 424,424 1,568,824 417,677

  (3) 機械及び装置 ※１ 17,784,136 17,661,337

    減価償却累計額 15,345,355 2,438,780 15,236,725 2,424,612

  (4) 車両運搬具 188,662 208,172

    減価償却累計額 165,293 23,369 161,260 46,911

  (5) 工具器具及び備品 8,324,317 8,468,551

    減価償却累計額 7,415,732 908,585 7,549,956 918,595

  (6) 土地
※１ 
※６

10,355,487 10,097,874

  (7) 建設仮勘定 36,059 18,824

    有形固定資産合計 15,961,449 39.4 15,531,621 33.8
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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 
(％)

 ２ 無形固定資産

  (1) 特許権 2,767 3,679

  (2) 借地権 13,695 13,695

  (3) ソフトウェア 25,595 39,972

  (4) その他 8,700 7,769

    無形固定資産合計 50,758 0.1 65,117 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 3,321,167 4,615,108

  (2) 関係会社株式 1,769,156 1,779,932

  (3) 出資金 ― 10

  (4) 長期貸付金 250,320 270,080

  (5) 従業員長期貸付金 25 215

  (6) 関係会社長期貸付金 1,859,134 1,722,946

  (7) 破産・更生債権等 260,994 456,813

  (8) 長期差入保証金 511,480 519,976

  (9) その他 ※１ 255,954 214,642

  (10) 貸倒引当金 △755,698 △839,461

    投資その他の資産 
    合計

7,472,532 18.5 8,740,262 19.0

    固定資産合計 23,484,740 58.0 24,337,002 53.0

    資産合計 ※５ 40,520,482 100.0 45,954,244 100.0
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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 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 ※５ 4,860,773 1,329,158

２ 買掛金 ※５ 2,147,999 2,294,159

３ 短期借入金
※１ 
※７

3,589,506 2,080,000

４ 一年内返済予定の 
  長期借入金

※１ 
※７

1,964,892 1,848,344

５ 未払金 910,807 1,049,392

６ ファクタリング未払金 ※５ ― 6,157,674

７ 未払消費税等 ― 36,769

８ 未払費用 420,901 401,322

９ 未払法人税等 39,824 34,967

10 前受金 9,306 4,970

11 預り金 31,903 31,272

12 賞与引当金 199,124 209,020
13 設備建設による 
  支払手形

298,009 94,840

14 支給材等購入による 
  支払手形

2,136,450 ―

15 従業員預り金 237,887 228,958

16 工事損失引当金 8,330 4,000

17 その他 ※１ 52,262 152,000

  流動負債合計 16,907,981 41.7 15,956,849 34.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※１ 778,000 1,626,000

２ 長期借入金
※１ 
※７

3,323,317 5,324,519

３ 繰延税金負債 621,248 1,055,223
４ 再評価に係る 
  繰延税金負債

※６ 3,322,770 3,239,766

５ 退職給付引当金 708,479 608,094

６ その他 74,700 77,610

  固定負債合計 8,828,515 21.8 11,931,214 26.0

  負債合計 ※５ 25,736,496 63.5 27,888,064 60.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 2,658,569 6.6 3,658,569 8.0

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 458,463 1,458,463

   資本剰余金合計 458,463 1.1 1,458,463 3.2

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 220,614 220,614

２ 任意積立金

 (1) 固定資産圧縮積立金 218,193 216,964

 (2) 別途積立金 4,800,000 4,800,000

３ 当期未処分利益 643,555 1,209,813

   利益剰余金合計 5,882,363 14.5 6,447,393 14.0

Ⅳ 土地再評価差額金 ※６ 4,630,364 11.4 4,574,063 9.9
Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

1,164,260 2.9 1,940,968 4.2

Ⅵ 自己株式 ※３ △10,035 △0.0 △13,278 △0.0

   資本合計 14,783,986 36.5 18,066,180 39.3

   負債・資本合計 40,520,482 100.0 45,954,244 100.0
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   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

 １ 製品売上高 21,491,252 23,918,263

 ２ 完成工事高 7,137,422 8,320,814

   売上高合計 28,628,674 100.0 32,239,077 100.0

Ⅱ 売上原価 ※７

 １ 製品売上原価

  (1) 期首製品たな卸高 1,955,569 2,557,730

  (2) 当期製品製造原価 10,789,033 11,460,418

  (3) 当期製品仕入高 7,554,630 8,811,533

     合計 20,299,233 22,829,682

  (4) 他勘定振替高 ※１ 22,518 26,497

  (5) 期末製品たな卸高 2,557,730 3,002,992

  (6) 運賃・荷造費 1,058,246 18,777,231 1,187,349 20,987,540

 ２ 完成工事原価 6,722,033 7,721,326

   売上原価合計 ※３ 25,499,264 89.1 28,708,867 89.0

   売上総利益 3,129,410 10.9 3,530,210 11.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※２ 
※３

2,619,229 9.1 2,820,319 8.8

   営業利益 510,180 1.8 709,890 2.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※７ 48,000 72,246

 ２ 受取配当金 59,922 66,429

 ３ 賃貸料収入 ※７ 83,689 100,799

 ４ 業務受託収入 29,332 27,405

 ５ その他 28,136 249,081 0.9 53,143 320,023 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 128,311 123,152

 ２ 減価償却費 115,967 129,968

 ３ 退職給付会計基準 
   変更時差異処理額

44,749 44,749

 ４ シンジケートローン 
   手数料

51,431 －

 ５ 賃貸用中古資産 
   一括償却費

ー 30,036

 ６ その他  90,551 431,011 1.5 126,636 454,543 1.4

   経常利益 328,250 1.2 575,370 1.8
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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 
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※４ 25,644 5,206

 ２ 貸倒引当金戻入益 28,292 ―

  ３ 投資有価証券売却益 ※７ 44,649 223,320

  ４ 訴訟和解金 ― 224,717

  ５ 建物賃貸借契約予約 
   解約金

― 98,586 0.3 53,718 506,961 1.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※５ 12,234 10,743

 ２ 固定資産除却損 ※６ 43,725 173,381

 ３ 投資有価証券評価損 74,843 ―

 ４ 減損損失 ※８ ― 130,804 0.5 383,442 567,566 1.8

   税引前当期純利益 296,033 1.0 514,765 1.6

   法人税、住民税及び 
   事業税

15,224 16,242

   法人税等調整額 △29,102 △13,878 △0.1 △149,238 △132,996 △0.4

   当期純利益 309,911 1.1 647,762 2.0

   前期繰越利益 286,023 505,750

   土地再評価差額金 
   取崩額

47,620 56,301

   当期未処分利益 643,555 1,209,813
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 利益処分案 

  

 
（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 

  

                 【製 品 別 売 上 高】 

   

前事業年度 
(平成17年6月29日)

当事業年度 
(平成18年6月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 643,555 1,209,813

Ⅱ 任意積立金取崩額

   固定資産圧縮積立金 
   取崩額

1,228 1,228 1,147 1,147

   合計 644,784 1,210,961

Ⅲ 利益処分額

    配当金    113,034 153,872

    役員賞与金 
    （うち監査役賞与金）

26,000
(2,250)

139,034
29,000
(2,250)

182,872

Ⅳ 次期繰越利益 505,750 1,028,088

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) 増   減

区分 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 百分比 

(％)

ポール製品 9,481,257 33.1 9,640,560 29.9 159,303

パイル製品 8,206,198 28.7 10,961,858 34.0 2,755,659

土木製品等 3,803,795 13.3 3,315,844 10.3 △487,951

工   事 7,137,422 24.9 8,320,814 25.8 1,183,392

合   計 28,628,674 100.0 32,239,077 100.0 3,610,403

 - 7 - （単）



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

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
    同左

(2) その他有価証券
   時価のあるもの
    決算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)

(2) その他有価証券
   時価のあるもの
    同左

   時価のないもの
    移動平均法による原価法

   時価のないもの
    同左

２ デリバティブの評価基準
及び評価方法

時価法 
 

    同左

３ たな卸資産の評価基準及
び評価方法

製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品 
 移動平均法による原価法

製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品
    同左

未成工事支出金 
 個別法による原価法 
 

未成工事支出金
    同左

未成受託研究支出金 
個別法による原価法

未成受託研究支出金 
    同左

４ 固定資産の減価償却の方
法

(1) 有形固定資産
   原料地    生産高比例法
   原料地以外  定率法
  但し、平成10年４月１日以降取得
した建物(附属設備を除く)につい
ては、定額法。

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

   建物      15年～50年
   機械及び装置  ５年～12年

(1) 有形固定資産 
   定率法 
    
  但し、平成10年４月１日以降取得
した建物(附属設備を除く)につい
ては、定額法。

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

   建物      15年～50年
   機械及び装置  ５年～12年

(2) 無形固定資産
定額法

    ソフトウェア(自社利用分)に
ついては、社内における利用可
能期間(５年)に基づいておりま
す。

(2) 無形固定資産 
    同左

５ 繰延資産の償却方法 ――――――――― (1) 社債発行費
  支出時に全額費用として処理して
おります。
(2) 新株発行費
  支出時に全額費用として処理して
おります。

６ 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、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
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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)

７ 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

(2) 賞与引当金
  従業員の賞与の支給に充てるた
め、支給見込額基準により計上して
おります。

(2) 賞与引当金 
    同左

(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。
  会計基準変更時差異は、信託設定
後の残額447,494千円について、10
年による均等額を費用処理しており
ます。
  数理計算上の差異は、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(10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損益処理
しております。

(3) 退職給付引当金 
    同左

(4) 役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支出に備え
て、役員退職慰労金内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
  なお、平成16年5月24日開催の取
締役会において、平成16年6月29日
開催の定時株主総会の日をもって役
員退職慰労金制度の廃止を決議した
ため、平成16年7月以降の役員退職
慰労金の引当計上は行っておりませ
ん。

    ―――――――――

(5) 工事損失引当金
  受注工事に係る損失に備えるた
め、当期末未引渡工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ金額を合理的
に見積もることができる工事につい
て、損失見積額を計上しておりま
す。

(5) 工事損失引当金 
    同左

（追加情報）
 当事業年度から計上した工事損失
引当金は、工事受注管理の重要性が
増したことを踏まえ、財務内容の健
全化と期間損益のより一層の適正化
を図るために計上しております。
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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)

８ 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

９ ヘッジ会計の方法 ①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
ております。

    同左

  なお、特例処理の要件を満たす金
利スワップについては、特例処理を
採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段：金利スワップ     同左

 ヘッジ対象：将来の金利上昇によ
り、支払利息が増大す
る変動金利借入

③ヘッジ方針
    ヘッジ取引は金利変動リスクを回
避する目的で行うことを基本方針と
しております。

③ヘッジ方針
    同左

④ヘッジの有効性評価の方法
  ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・
負債又は予定取引に関する重要な条
件が同一であり、ヘッジ開始時及び
その後も継続して相場変動又はキャ
ッシュ・フロー変動を完全に相殺す
るものと想定することができるた
め、有効性の判定を省略しておりま
す。

④ヘッジの有効性評価の方法
    同左

⑤リスク管理体制
  当社は、内部規定である「市場リ
スク管理規定」に基づいてヘッジ取
引を行っております。

⑤リスク管理体制
    同左

１０ その他財務諸表作成の
ための重要な事項

  消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

  消費税等の会計処理
    同左
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会計処理の変更 
  

 
  

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)

 従来、受託試験収入から費用を控除した純額を「営業
外収益」に計上しておりましたが、当事業年度から収入
は「売上高」に費用は「売上原価」に計上することに変
更いたしました。この変更は、当社の社内組織の見直し
を行い、当該研究部門を営業部門に編入し、受託試験研
究を積極的に受注する体制を整えたことにより、今後営
業活動としての重要性が高まってくることから、損益区
分をより適正に表示するために行ったものであります。 
 この変更により、従来の方法に比べ、売上高は53,116
千円、売上原価は20,465千円それぞれ増加した結果、営
業利益は32,650千円増加し、営業外収益は同額減少しま
したが、経常利益及び税引前当期純利益への影響はあり
ません。

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当事業年度から「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」(企業会計基準委
員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)
を適用しております。 
 これにより税引前当期純利益が383,442千円減少して
おります。 
 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表
等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており
ます。
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表示方法の変更 
  

 
  

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)

貸借対照表関係
――――――

 前事業年度において流動資産「その
他」に含めて表示しておりました「短
期貸付金」（前事業年度196,972千円）
については、総資産額の1/100を超えた
ため、当事業年度より区分掲記してお
ります。

――――――  前事業年度まで区分掲記していた
「支給材等購入による支払手形」（当
事業年度末279,583千円）は、負債及び
資本の合計額の1/100となったため、当
事業年度より「支払手形」に含めて表
示しております。
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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)

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導
入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお
ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての
実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委
員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価
値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計
上しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が24,600千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、
24,600千円減少しております。

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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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 担保提供資産
質権
投資有価証券 2,360,503千円
投資その他の資産 その他

153,580
(積立保険金等)
計 2,514,084
根抵当権
建物 28,064千円
土地 2,877,314
計 2,905,379
抵当権
建物 137,604千円
土地 1,510,335
計 1,647,940
譲渡担保
機械及び装置 381,400千円

担保提供資産合計 7,448,804千円  

※１ 担保提供資産
質権
投資有価証券 3,352,744千円

根抵当権
建物 25,040千円
土地 2,100,653
計 2,125,693
抵当権
建物 126,407千円
土地 1,510,335
計 1,636,742
譲渡担保
機械及び装置 324,292千円

担保提供資産合計 7,439,472千円

 

   対応債務
短期借入金 1,609,506千円
一年内返済予定の長期借入金 1,564,892
流動負債その他 
(一年内償還予定の社債) 
(銀行保証付無担保社債)

52,000

社債 
(銀行保証付無担保社債) 778,000

長期借入金 2,648,317
計 6,652,716

 

   対応債務
短期借入金 100,000千円
一年内返済予定の長期借入金 1,153,344
流動負債その他 
(一年内償還予定の社債) 
(銀行保証付無担保社債)

152,000

社債 
(銀行保証付無担保社債) 1,626,000

長期借入金 2,754,519
計 5,785,863

 

※２ 授権株式数      普通株式 102,400千株
   発行済株式総数    普通株式 45,291千株
※３ 自己株式の保有数   普通株式 77,257株

 

※２ 授権株式数      普通株式 180,000千株
   発行済株式総数    普通株式 51,377千株
※３ 自己株式の保有数   普通株式 86,495株

 

 ４ 保証債務
   金融機関等借入金に対する保証債務

当社従業員持家ローン制度 
利用者 25,157千円
THAI NIPPON CONCRETE  
CO.,LTD. 360,273
鈴鹿リビングサービス㈱ 5,000
計 390,431

 

 ４ 保証債務
   金融機関等借入金に対する保証債務

当社従業員持家ローン制度 
利用者 18,480千円
THAI NIPPON CONCRETE  
CO.,LTD. 385,833
鈴鹿リビングサービス㈱ 3,000
計 407,313

 

営業取引に対する保証債務
ＮＣマネジメントサービス㈱ 23,367千円  

営業取引に対する保証債務
ＮＣマネジメントサービス㈱ 19,000千円
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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)

 

※５ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。

   関係会社に対する資産及び負債
未収入金 544,363千円
資産 411,818
支払手形 729,112
買掛金 811,250
負債 758,611  

※５ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。

   関係会社に対する資産及び負債
未収入金 515,789千円
短期貸付金 3,347,334
支払手形及び買掛金 887,115
ファクタリング未払金 6,157,674

※６ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公
布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を
行い、再評価差額のうち税金相当額を「再評価に係
る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを
控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の
部に計上しております。

※６ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公
布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を
行い、再評価差額のうち税金相当額を「再評価に係
る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを
控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の
部に計上しております。

   再評価の方法
    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固
定資産税評価額及び第２条第４号に定める路線価
に基づいて、合理的な調整を行って算出しており
ます。

   再評価の方法
    同左

 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日
再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額

△1,554,739千円

 

再評価を行った年月日 同左
再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額

△1,832,683千円

※７ 当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため㈱
みずほコーポレート銀行及び㈱東京三菱銀行をエー
ジェントとするシンジケートローン契約を、また㈱
みずほコーポレート銀行、㈱ＵＦＪ銀行及び㈱三井
住友銀行と当座借越契約を締結しております。これ
ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次
のとおりであります。

※７ 当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため㈱
みずほコーポレート銀行及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
をエージェントとするシンジケートローン契約を、
また㈱みずほコーポレート銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ
銀行及び㈱三井住友銀行と当座借越契約を締結して
おります。これら契約に基づく当事業年度末の借入
未実行残高は次のとおりであります。

 

当座貸越極度額、シンジケート 
ローンの総額

  4,500,000千円
 

借入実行残高    299,506千円

差引額   4,200,493千円
 

当座貸越極度額、シンジケート 
ローンの総額

4,400,000千円
  

借入実行残高 2,900,000千円

差引額   1,500,000千円
 ８ 財務制限条項  ８ 財務制限条項

 平成17年3月29日（㈱みずほコーポレート銀行）
及び平成17年3月31日（㈱東京三菱銀行）締結のシ
ンジケートローン契約に下記の条項が付されており
ます。

 平成17年3月29日（㈱みずほコーポレート銀行）
及び平成17年3月31日（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）締
結のシンジケートローン契約に下記の条項が付され
ております。

①本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間期の
末日における連結の貸借対照表における資本の部の
金額を前年同期比75％以上かつ105億円以上に維持
すること。

     同左

②本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間期 
の末日における単体の貸借対照表における資本の部
の金額を前年同期比75％以上かつ105億円以上に維
持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示さ
れる営業損益が、平成17年3月期以降の決算期につ
き2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示さ
れる営業損益が、平成17年3月期以降の決算期につ
き2期連続して損失とならないようにすること。
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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)
 ９ 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は1,164,260
千円であります。

   土地の再評価に関する法律第７条の２第１項に規
定する事業用土地の再評価により増加した純資産は
4,630,364千円であります。

 ９ 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は1,940,968
千円であります。

   土地の再評価に関する法律第７条の２第１項に規
定する事業用土地の再評価により増加した純資産は
4,574,063千円であります。

※10 偶発債務 
     ―――――――――

※10 偶発債務 
 債権流動化による受取手形の譲渡高(714,196千
円)のうち遡及義務として128,626千円支払が保留さ
れております。
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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 他勘定振替高
   主に新製品の開発のため、販売費及び一般管理費

に振り替えたものであります。

※１ 他勘定振替高
    同左

 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次
のとおりであります。
給料・賞与手当 1,004,246千円
役員報酬 132,222
賞与引当金繰入額 84,472
退職給付費用 87,512
役員退職慰労引当金繰入額 2,680
福利厚生費 194,376
減価償却費 28,413
賃借料 312,608
研究開発費 193,915

   販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は 
48.6％、一般管理費の割合は51.4％であります。

 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次
のとおりであります。
給料・賞与手当 960,413千円
役員報酬 162,022
賞与引当金繰入額 87,276
退職給付費用 72,725
福利厚生費 191,911
減価償却費 40,720
賃借料 304,132
研究開発費 336,955

   販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は
36.0％、一般管理費の割合は64.0％であります。

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は193,915千円であります。なお、当期製造費
用には研究開発費は含まれておりません。

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は336,955千円であります。なお、当期製造費
用には研究開発費は含まれておりません。

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
機械及び装置 3,039千円
工具器具及び備品 1,721
車両運搬具 2
土地 20,880

 計 25,644

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
建物 613千円
機械及び装置 2,246
工具器具及び備品 888
車両運搬具 306
土地 1,151

計 5,206

 

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
建物 1,997千円
機械及び装置 766
工具器具及び備品 337

 土地 9,133

 計 12,234

 

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
建物 1,892千円
機械及び装置 7,601
車両運搬具 535
工具器具及び備品 15
土地 697

計 10,743

 

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
建物 4,940千円
構築物 1,111
機械及び装置 16,433
車両運搬具 35
工具器具及び備品 2,480
原料地 1,333
無形固定資産 39
撤去費用 17,352

 計 43,725  

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
建物 51,489千円
構築物 20,043
機械及び装置 42,426
車両運搬具 151
工具器具及び備品 14,327
無形固定資産 36
撤去費用 44,906

計 173,381

 

※７ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。

   関係会社との取引
売上原価 8,546,250千円
受取利息 43,462
賃貸料収入 56,902

 

※７ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。

   関係会社との取引
売上原価 10,255,879千円
受取利息 67,132
賃貸料収入 76,015
投資有価証券売却益 111,660
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行なうため記載を省略しております。 

  

（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。 

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)

※８ 減損損失

―――――――――

 

※８ 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て
おります。
場所 用途 種類 減損損失

千円
三重県鈴鹿市 遊休資産 建物 7,548

構築物 15,230
機械及び装置 92,468
車両運搬具 16
工具器具 
及び備品

17,577

土地 152,645
無形固定資産 123
計 285,610

三重県 
四日市市

遊休資産 土地 94,846

群馬県勢多郡 遊休資産 建物 221
他5件 土地 1,565

無形固定資産 1,198
計 2,985

(グルーピングの方法)  
 当社は、事業用資産については製品事業はポール、パ
イル、土木製品にグルーピング、工事事業は単独でグル
ーピングをしております。また、遊休資産については物
件ごとにグルーピングしております。
(減損損失の認識に至った経緯) 
 遊休資産については時価の著しい下落のため、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
(383,442千円)として特別損失に計上しました。なお、
事業用資産については、減損の兆候は見られませんでし
た。
(回収可能価額の算定方法等)  
 回収可能価額は、正味売却価額を適用しております。
正味売却価額は、土地については不動産鑑定士による鑑
定評価額、もしくは固定資産税評価額に合理的な調整を
して測定しております。その他の資産については他への
転用や売却が困難なため零円としております。
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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
(流動の部) 千円
繰延税金資産

賞与引当金 80,446
シンジケートローン手数料 20,778
固定資産除却損見積額 13,736
その他 25,923
 繰延税金資産合計 140,883

(固定の部)
繰延税金資産
貸倒引当金 303,252
未払役員退職慰労金 40,400
投資有価証券評価損 233,951
退職給付引当金 242,288
退職給付信託 271,804
税務繰越欠損金 786,284
その他 61,982
 繰延税金資産小計 1,939,964
評価性引当額 △1,637,771
 繰延税金資産合計 302,192
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △776,370
固定資産圧縮積立金 △147,070
繰延税金負債合計 △923,440

 繰延税金負債(△)の純額 △621,248
再評価に係る繰延税金負債
土地 △3,322,770

 

(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
(流動の部) 千円
繰延税金資産

賞与引当金 84,444
社会保険料予定計上額 11,766
固定資産除却損見積額 17,776
その他 10,716
 繰延税金資産合計 124,702

(固定の部)
繰延税金資産
貸倒引当金 336,256
未払役員退職慰労金 37,353
投資有価証券評価損 215,849
退職給付引当金 245,670
退職給付信託 281,892
税務繰越欠損金 167,720
減価償却超過額 51,494
土地評価損 100,619
その他 60,181
 繰延税金資産小計 1,497,037
評価性引当額 △1,113,206
 繰延税金資産合計 383,830
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,292,761
固定資産圧縮積立金 △146,292
繰延税金負債合計 △1,439,053

 繰延税金負債(△)の純額 △1,055,223
再評価に係る繰延税金負債
土地 △3,239,766

 

(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 4.1

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.9

住民税均等割等 5.1

評価性引当額の増減 △47.2
所得税還付 △0.9

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △4.7

 

(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 2.3

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.9

住民税均等割等 3.2

評価性引当額の増減 △62.3
所得税還付 △0.4

土地評価損 △5.2
その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △25.8
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（１株当たり情報） 
  

 
(注) １株当たり当期純利益金額の算定基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

  

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株当たり純資産額 326.40円 351.66円

１株当たり当期純利益 6.28円 13.34円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 潜在株式がないため記載しており
ません。

          同左

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)

当期純利益(千円) 309,911 647,762 

普通株主に帰属しない金額(千円) 
利益処分による役員賞与金 26,000 29,000

普通株式に係る当期純利益(千円) 283,911 618,762

期中平均株式数(千株) 45,219 46,383
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（重要な後発事象） 

 (前事業年度) 

持分法適用会社である中国高圧コンクリート工業株式会社は、新規事業として「環境調和創生事業」

を開始するにあたり、中国電力株式会社の子会社となることを同社の取締役会で決議し、これにより、

中国電力株式会社及び中国高圧コンクリート工業株式会社へ、当社が保有する株式の一部を譲渡する契

約を平成17年５月30日付で締結いたしました。 

 なお、同社は、平成17年６月17日開催の定時株主総会において、本件に係る自己株式取得の承認決議

を受けております。 

 
上記売却益223,320千円を平成18年３月期中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)

において、関係会社株式売却益として特別利益に計上する予定であります。 

  

 (当事業年度) 

該当事項はありません。 

  

当期中の発行済株式数の増加内訳 

 

①売却日      平成17年６月30日

②売却先      中国電力株式会社

     中国高圧コンクリート工業株式会社

③売却株式数         23千株

④売却価額      235,049千円

⑤帳簿価額       11,729千円

⑥売却益      223,320千円

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)

―――――――― 新株予約権付社債の新株予約権の行
使による新株の発行
(１)発行株式数
 平成18年１月13日

3,080,714株
 平成18年２月１日

3,005,710株
(２)発行価格
 平成18年１月13日

１株につき324.6円
 平成18年２月１日

１株につき332.7円
(３)資本組入額   
 平成18年１月13日

１株につき162.3円
 平成18年２月１日

１株につき166.3円
(４)資本組入額の総額
 平成18年１月13日

500,000千円
 平成18年２月１日

500,000千円
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