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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1)連結経営成績 （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 営業損益 経常損益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 5,326 (△16.2 ) △10 (   － ) △21 (   － )

17年９月中間期 6,354 (  14.8 ) 175 (   － ) 138 (   － )

18年３月期 13,117  175  134  

 中間(当期)純損益
１株当たり中間
(当期)純損益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 624 (  － ) 124 00 － －

17年９月中間期 △827 (  － ) △164 23 － －

18年３月期 △1,199  △237 97 － －

(注) ①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 5,038,167株 17年９月中間期 5,041,067株 18年３月期 5,040,579株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態 （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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 14,183 3,713 26.2 737 14

17年９月中間期 15,602 3,459 22.2 686 39

18年３月期 14,026 3,093 22.1 613 97

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 5,037,160株 17年９月中間期 5,040,810株 18年３月期 5,039,310株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （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。 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △1,208 1,241 12 854

17年９月中間期 △508 △162 871 862

18年３月期 473 70 △395 809

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社　 持分法適用非連結子会社数 －社　 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　 （除外） －社　 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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

  百万円 百万円 百万円

通　期 14,055  110  521  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 103 円 02 銭  

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場

合があります。
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１．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社旭ダンケ）、連結子会社１社とその他の関係会社１社に

より構成されており、事業はコンクリート製品の製造販売、建設資材販売の他、不動産の販売及び賃貸を主に営んでおり

ます。

当社と各社の事業内容と当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

下記の４区分については、事業の種類別セグメントにおけるセメント及びセメント二次製品関連事業、建設資材関連事

業、不動産関連事業及びその他事業にそれぞれ対応しております。 

区分 主要製品 主要な会社

セメント及びセメント二次製品

関連事業

ブロック製品、生コンクリート、管製品、縁

石製品、水路製品、その他 
当社・旭勇産業㈱ 

建設資材関連事業 建築製品、配管資材、その他 当社・旭勇産業㈱

不動産関連事業 分譲マンションの販売及び不動産賃貸 当社・㈱ダンケジャパン

その他事業 油脂・運送、その他
当社・旭勇産業㈱・㈱ダンケジャ

パン

 
 

（連結子会社） 
 

旭勇産業㈱ 

（その他の関係会社） 
 

㈱ダンケジャパン 

㈱旭ダンケ 

○商品の購入・ 
分譲マンション販売代理 

○原材料の購入、製品の配送 

○製品の販売 
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「事業活動を通じて社会基盤の整備に寄与するとともに、地域社会に貢献し、社会から支えられる

企業であること」を社是とし、社会情勢の変化を的確に捉えニーズにかなった製品の開発、良質な製品・商品の供給に

あたって価格競争力のある低コスト体制を構築して、堅実な経営を行うことにより「株主の期待に応える」ことをモッ

トーとする、また一方で、顧客を重視し、取引先から信頼される会社であることを目指し、その結実により企業グルー

プの繁栄と社員の幸福を図ることを基本方針としております。

(2）会社の利益配分に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置づけており、業績に裏付けられた成果の配分を行うこと

を基本方針としております。当期の収益と先行きの見通しを勘案し、事業拡大に備えるための内部留保と安定配当の面

も考慮して配当を実施してまいります。

尚、四半期ごと又は中間配当は行わず、期末のみ実施する予定です。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社の「最近の投資単位」は50万円を下回っておりますので、当面は投資単位の引下げを考えておりませんが、市場

の動向を注視して適切に対処する所存であります。

(4）目標とする経営指標

当社は、１株当たり利益（ＥＰＳ）、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視しており、中期的にはＥＰＳ30円、ＲＯＥ

3.5％を目指したいと考えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

現状は、公共投資に依存度が高い土木工事向けコンクリート製品主体の事業内容ですが、公共事業縮小の時代に入り、

今後は民間需要向け製品の開発及び商品の販売にも力を注いでゆく所存です。既に集合住宅やオフィスビル向けの建築

用コンクリート床板の製造販売を行っておりますが、これの拡販に加え、外壁等周辺商品の販売・施工などを段階的に

実施すべく検討を行っております。他に賃貸マンションに加え、分譲マンション事業の推進等、経営の多角化にも取り

組んでいるところであります。

(6）会社の対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境を展望すると、国及び地方自治体の財政難から今後しばらくの間は公共工事の漸減が否

めず、需要の減少により営業面での競争は更に激しさを増すものと認識しております。

この様な状況のもとで当社グループの当面の課題は、①新規分野への参入、②需要の変化への適切な対応、③生産効

率の追求が挙げられます。

これに対して、これまでのノーハウを生かした新分野として、建築用のフルプレキャスト中空床板「ユニスラブ」の

製造販売を行っておりますが、原材料高騰等によるコスト上昇を吸収することと販売価格の改善を図ることが当面の課

題と捉えております。

また、土木用製品は市場の縮小と需要の地域間格差が増大しておりますので、マクロ的には広域におけるスクラップ

アンドビルドの実施、段階的には同業他社との提携、企業独自の中での生産の集約化等の構造改善を行う必要があると

判断し取り組んでおります。

(7) 内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。

(8) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

当中間連結会計期間における我が国の経済は、設備投資面では非製造業も増加に転じる等企業部門の好調さが家

計部門へ波及しており、民間需要に支えられ景気回復が続いているといわれる一方、原油価格の高騰が経済に影響

を与えたほか、一部の業種・地域によっては厳しさが増す部分もあるなど、明暗を分けた状況が続きました。

当社の事業基盤である北海道においては、観光面がやや良いものの公共事業の削減が続き、まだら模様の景況と

いわれておりますが、総体的には低調で、当社を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。

この様な状況の中で、当社グループは積極的な営業展開により受注の確保に注力し、また生産効率の改善及びあ

らゆる経費の節減、収益の確保に取り組んで参りました。

然しながら、当中間連結会計期間の業績は、売上高5,326百万円（前年同期比16.2％減）、経常損失21百万円（前

年同期は経常利益138百万円）、中間純利益は、有形固定資産の売却により特別利益を832百万円計上したことから、

624百万円（前年同期は中間純損失827百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

セメント及びセメント二次製品関連事業におきましては、水路製品のボックスカルバート及び縁石製品が微増若

しくは横這い程度でありましたが、前期が特需であった河川保護用のブロック製品を始め宅地造成の減少に伴い桝・

マンホール、農業土木の用水路改修工事用Ｖ型トラフ及び生コンクリートの需要が軒並み減少しました。

　この結果、売上高は4,151百万円（前年同期比15.9％減）、営業利益306百万円（前年同期比26.7％減）で減収減

益の結果となりました。

建設資材関連事業におきましては、一般建設資材の需要が公共事業削減によって減少したことにより、売上高は

705百万円（前年同期比25.4％減）、営業損失は市況が悪いため31百万円（前年同期は営業損失132百万円）となり

ました。

 不動産関連事業は、賃貸部門は横ばいでありましたが、分譲マンションの販売が思わしくなく、売上高は350百

万円（前年同期比12.7％減）、営業損失は82百万円（前年同期は営業利益34百万円）となりました。

その他の事業におきましても、油脂関連と車両整備は増加したものの、運送関連の減少により、売上高が721百万

円（前年同期比2.5％減）、営業損失は15百万円（前年同期は営業利益11百万円）となりました。
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(2）財政状態

　　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結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、有形固定資産の売却収入により

分譲マンションプロジェクト借入金を含む長期借入金の返済を行ったこと、手形割引高が減少し売掛債権が増加し

たこと等から、前中間連結会計期間末に比べて７百万円減少（前年同期は376百万円の増加）し、当中間連結会計期

間末の資金残高は854百万円（同0.8％減）となりました。

当中間連結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）

営業活動の結果使用した資金は1,208百万円（同137.9％増）となりました。

これは主に手形割引高の減少による売上債権の増加1,081百万円と前連結会計年度に未払金計上していた役員退

職慰労金275百万円の支出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）

投資活動の結果獲得した資金は1,241百万円（前年同期は162百万円使用）となりました。

これは主に有形固定資産の売却による収入の増加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）

財務活動の結果獲得した資金は12百万円（同98.5％減）となりました。

これは主に季節的資金需要期による短期借入金924百万円の増加と、有形固定資産の売却に伴い長期借入金の減

少959百万円によるものであります。

(3）通期の見通し

下期の国内景気は、９月の景気動向指数（速報値）から、年末にかけ景気は踊り場の局面を迎える懸念が強ま　

りそうな微妙な状態にあるといわれております。

いずれにしても、建設関連業界におきましては、公共工事の減少等から低調に推移するものと予想しておりま

す。

この様な状況下ではありますが、当社グループは、予定していた分譲マンション販売の遅れを挽回し、緻密な

営業活動と効率の良い生産、経費の節減を推し進め、目標の達成に向け邁進してまいります。

通期の業績見通しといたしましては、連結業績予想及び個別業績予想ともに、当初計画通りと見込んでおります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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 1,200,111 1,192,428 1,134,344

２．受取手形及び売掛金 ※６ 3,116,871 3,496,973 2,415,079

３．たな卸資産 ※２ 3,220,827 2,645,726 2,677,713

４．その他 69,327 31,752 65,854

５．貸倒引当金 △39,044 △39,987 △34,412

流動資産合計 7,568,094 48.5 7,326,893 51.7 6,258,579 44.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※1・2 991,281 961,105 988,506

(2)機械装置及び運搬
具

※1・2 645,231 540,255 574,872

(3)土地 ※2・5 3,633,229 2,822,328 3,616,866

(4)その他 ※１ 265,506 5,535,249 35.5 194,385 4,518,074 31.8 195,376 5,375,622 38.3

２．無形固定資産 70,746 0.4 55,887 0.4 63,964 0.5

３．投資その他の資産

(1）投資用不動産 ※1・2 1,879,685 1,757,274 1,780,346

(2）その他 661,823 590,582 606,633

(3）貸倒引当金 △112,797 2,428,711 15.6 △64,747 2,283,109 16.1 △58,378 2,328,601 16.6

固定資産合計 8,034,708 51.5 6,857,072 48.3 7,768,187 55.4

資産合計 15,602,802 100.0 14,183,965 100.0 14,026,766 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※６ 3,462,789 2,941,468 3,042,572

２．短期借入金 ※２ 5,411,410 4,675,882 4,313,396

３．未払法人税等 30,409 193,392 8,579

４．賞与引当金 42,219 41,253 35,132

５．その他 514,554 506,573 1,058,752

流動負債合計 9,461,382 60.6 8,358,570 58.9 8,458,434 60.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 2,514,487 1,997,304 2,345,716

２．退職給付引当金 65,532 69,452 59,788

３．その他 101,439 45,548 68,832

固定負債合計 2,681,460 17.2 2,112,305 14.9 2,474,338 17.6

負債合計 12,142,843 77.8 10,470,876 73.8 10,932,772 77.9
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,350,250 8.7 － － 1,350,250 9.6

Ⅱ　資本剰余金 1,658,930 10.6 － － 1,658,930 11.8

Ⅲ　利益剰余金 437,628 2.8 － － 66,017 0.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

17,110 0.1 － － 23,199 0.2

Ⅴ　自己株式 △3,958 △0.0 － － △4,402 △0.0

資本合計 3,459,959 22.2 － － 3,093,994 22.1

負債及び資本合計 15,602,802 100.0 － － 14,026,766 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 1,350,250 9.5 － －

２．資本剰余金 － － 1,658,930 11.7 － －

３．利益剰余金 － － 690,747 4.9 － －

４．自己株式 － － △5,029 △0.0 － －

株主資本合計 － － 3,694,898 26.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ － 18,190 0.1 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 18,190 0.1 － －

純資産合計 － － 3,713,089 26.2 － －

負債純資産合計 － － 14,183,965 100.0 － －

－ 7 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,354,840 100.0 5,326,923 100.0 13,117,741 100.0

Ⅱ　売上原価 5,197,861 81.8 4,378,097 82.2 10,962,379 83.6

売上総利益 1,156,978 18.2 948,826 17.8 2,155,362 16.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 981,607 15.4 959,540 18.0 1,980,061 15.1

営業利益又は営業損
失（△）

175,371 2.8 △10,714 △0.2 175,300 1.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 131 167 259

２．受取配当金 5,467 5,425 10,567

３．その他 17,218 22,817 0.3 23,946 29,539 0.6 55,396 66,223 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 47,076 34,172 88,562

２．その他 12,421 59,497 0.9 5,774 39,946 0.8 18,279 106,842 0.8

経常利益又は経常損
失（△）

138,691 2.2 △21,121 △0.4 134,682 1.0

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 7,104 833,226 7,104

２．前期損益修正益  6,574 － 11,869

３．その他 － 13,678 0.2 11,236 844,462 15.9 － 18,973 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ － 63 －

２．固定資産除却損 ※３ 10,491 14,413 14,731

３．減損損失 ※５ 879,167 － 982,643

４．役員退職慰労金  － － 276,279

５．その他  － 889,658 14.0 － 14,477 0.3 830 1,274,485 9.6

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前中間（当期）純損
失（△）

△737,288 △11.6 808,863 15.2 △1,120,828 △8.5

法人税、住民税及び
事業税

※４ 25,402 184,072 12,716

法人税等調整額 ※４ 65,225 90,628 1.4 61 184,133 3.5 65,982 78,698 0.6

中間純利益又は中間
(当期)純損失
（△）

△827,917 △13.0 624,730 11.7 △1,199,527 △9.1

－ 8 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,658,930 1,658,930

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

1,658,930 1,658,930

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,316,459 1,316,459

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．中間（当期）純損失 827,917 1,199,527

２．配当金 50,414 50,414

３．役員賞与 500 878,831 500 1,250,441

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

437,628 66,017

－ 9 －



中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,350,250 1,658,930 66,017 △4,402 3,070,794

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益   624,730  624,730

自己株式の取得    △626 △626

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　 （千円)

－ － 624,730 △626 624,103

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

1,350,250 1,658,930 690,747 △5,029 3,694,898

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高　　　　
　　

（千円）
23,199 23,199 3,093,994

中間連結会計期間中の変動額    

中間純利益   624,730

自己株式の取得   △626

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△5,008 △5,008 △5,008

中間連結会計期間中の変動額合計
　               　（千円)

△5,008 △5,008 619,094

平成18年９月30日　残高
（千円）

18,190 18,190 3,713,089
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前中
間（当期）純損失
（△）

△737,288 808,863 △1,120,828

減価償却費 197,655 167,055 407,166

減損損失 879,167 － 982,643

退職給付引当金の増加
額（△減少額）

3,133 9,663 △2,610

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

4,374 11,943 △54,675

賞与引当金の増加額
（△減少額）

510 6,121 △6,576

受取利息及び受取配当
金

△5,598 △5,592 △10,827

支払利息 47,076 34,172 88,562

有形固定資産除売却損
（△売却益）

3,387 △818,749 7,627

売上債権の増加額 △1,431,262 △1,081,894 △729,469

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△261,997 31,986 281,116

仕入債務の増加額（△
減少額）

767,441 △101,103 347,224

その他 112,496 △4,120 425,350

役員賞与の支払額 △500 － △500

小計 △421,405 △941,653 614,203

利息及び配当金の受取
額

5,604 5,575 10,825

利息の支払額 △47,860 △32,051 △88,698

法人税等の支払額 △44,428 － △62,923

法人税等の還付額 － 34,541 －

役員退職慰労金の支払
額

－ △275,379 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△508,089 △1,208,968 473,407

－ 11 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（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

定期預金の預入による
支出

△31,130 △78,157 △49,116

定期預金の払戻による
収入

20,002 82,144 41,202

有形固定資産の取得に
よる支出

△159,736 △56,382 △290,333

有形固定資産の売却に
よる収入

10,871 1,299,298 10,871

土地売却手付金の受取
による収入

－ － 337,480

その他 △2,664 △5,537 20,627

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△162,657 1,241,365 70,732

Ⅲ　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 1,410,485 924,354 △302,685

長期借入れによる収入 145,000 49,166 945,000

長期借入金の返済によ
る支出

△633,736 △959,446 △987,349

配当金の支払額 △49,685 △612 △49,834

その他 △164 △626 △609

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

871,897 12,834 △395,479

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

201,150 45,232 148,661

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

660,987 809,649 660,987

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 862,138 854,881 809,649
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　２社

主要な連結子会社名

　旭勇産業株式会社

　株式会社ニシモト

(1）連結子会社の数　１社

主要な連結子会社名

　旭勇産業株式会社

(1）連結子会社の数　１社

主要な連結子会社名

　旭勇産業株式会社

株式会社ニシモトは、平成18年３月31日

付で当社に吸収合併されましたが、合併

時までの損益計算書については連結して

おります。

(2）主要な非連結子会社の名称等

株式会社ネオコムキクタ

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰余金等は、

いずれも中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

(2）非連結子会社の数

該当ありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

株式会社ネオコムキクタ

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社株式

会社ネオコムキクタは、中間純損益及び利

益剰余金等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しており

ます。

２．持分法の適用に関する事項

関連会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社株式

会社ネオコムキクタは、当期純損益及び利

益剰余金等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あるため持分法の適用範囲から除外してお

ります。なお、当社には関連会社はありま

せん。

３．連結子会社の中間決算日（決算日）等に関

する事項

３．連結子会社の中間決算日（決算日）等に関

する事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

連結子会社の中間期の末日は、中間連結決

算日と一致しております。

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

４．会計処理基準に関する事項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

４．会計処理基準に関する事項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

①有価証券

子会社株式

同左

①有価証券

子会社株式

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結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

時価のあるもの

連結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）

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

時価のないもの

同左

②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産

商品・製品・原材料

主として総平均法による低価法

商品・製品・原材料

同左

商品・製品・原材料

同左

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物及び構築

物15～50年、機械装置及び運搬具４～

12年であります。

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

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

②無形固定資産

同左

③投資用不動産

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物50年であ

ります。

③投資用不動産

同左

③投資用不動産

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額の当中間連結

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

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額の当連結会計

年度負担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、当中

間連結会計期間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、簡

便法により計上しております。

会計基準変更時差異（136,572千円）

については、15年による按分額を費用

処理しております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

会計基準変更時差異（136,572千円）

については、15年による均等額を費用

処理しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ)重要な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。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

(ホ)その他中間連結財務諸表作成のための重

要な事項

(ホ)その他連結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

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

手許現金、随時引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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲

同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等調整前

中間純損失は879,167千円増加しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税金等調整前中間

純損失は982,643千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は3,713,089千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

有形固定資産 7,852,661千円

投資用不動産 787,930千円

有形固定資産 7,967,482千円

投資用不動産 845,966千円

有形固定資産 7,941,325千円

投資用不動産 819,094千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産

(担保に供し

ている資

産)

(内財団抵当

部分)

たな卸資産  9,538千円 －千円

建物及び構築

物

608,962 50,106

機械装置及び

運搬具

31,025 31,025

土地 3,257,179 723,078

投資用不動産 1,278,023 －

計 5,184,729 804,210

上記の担保資産に対応する

債務

(内財団抵当

部分)

短期借入金 4,980,758千円 40,000千円

長期借入金 2,494,436 710,000

計 7,475,194 750,000

(担保に供し

ている資

産)

(内財団抵当

部分)

たな卸資産   9,538千円 －千円

建物及び構築

物

657,792 46,183

機械装置及び

運搬具

31,025 31,025

土地 2,610,247 723,078

投資用不動産 1,287,534 －

計 4,596,137 800,287

上記の担保資産に対応する

債務

(内財団抵当

部分)

短期借入金 2,744,920千円 －千円

長期借入金 2,718,537 640,000

計 5,463,457 640,000

(担保に供し

ている資

産)

(内財団抵当

部分)

たな卸資産   9,538千円 －千円

建物及び構築

物

679,131 48,059

機械装置及び

運搬具

31,025 31,025

土地 3,312,403 723,078

投資用不動産 1,306,637 －

計 5,338,735 802,163

上記の担保資産に対応する

債務

(内財団抵当

部分)

短期借入金 3,933,101千円     －千円

長期借入金 2,345,716 640,000

計 6,278,818 640,000

　３．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

連結親会社は従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度による金

融機関からの借入に対し連帯保証を行っ

ております。

連結親会社は従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度による金

融機関からの借入に対し連帯保証を行っ

ております。

連結親会社は従業員の福利厚生を目的

とした提携フリーローン制度による金

融機関からの借入に対し連帯保証を行っ

ております。

13,830千円 9,782千円 11,236千円

　４．受取手形割引高 1,040,507千円 　４．受取手形割引高 217,122千円 　４．受取手形割引高 1,288,365千円

※５．　　　　────── ※５．有形固定資産に含まれている、用途検

討中の土地があります。

旭川市永山１条18丁目

11－５
213,240千円

東京都港区浜松町１丁

目
58,300

計 271,540

※５．有形固定資産に含まれている、用途検

討中の土地があります。

旭川市永山１条18丁目

11－５
213,240千円

札幌市大通西６丁目５

番
802,910

東京都港区浜松町１丁

目
58,300

計 1,074,450

なお、札幌市大通西６丁目５番の土地

は平成18年４月６日に売却しておりま

す。 

※６．　　　　────── ※６．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理

しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。 

受取手形 254,036千円

支払手形 276千円

※６．　　　　──────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

運賃発送配達費 260,822千円

役員報酬 78,560

賞与引当金繰入額 15,742

給料 219,677

貸倒引当金繰入額 27,162

退職給付費用 13,999

運賃発送配達費 216,167千円

役員報酬 58,200

賞与引当金繰入額 16,293

給料 245,681

貸倒引当金繰入額 13,137

退職給付費用 26,007

運賃発送配達費 525,231千円

役員報酬 155,212

賞与引当金繰入額 11,251

給料 447,177

貸倒引当金繰入額 20,388

退職給付費用 29,159

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 4,285千円

土地 2,818

計 7,104

機械装置及び運搬具 343千円

土地 832,883

計 833,226

建物及び構築物 4,285千円

土地 2,818

計 7,104

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※３．固定資産売却損及び固定資産除却損の

内訳は次のとおりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 6,545千円

機械装置及び運搬具 2,020

有形固定資産の「その

他」
1,924

計 10,491

固定資産

売却損

固定資産除

却損

建物及び構

築物

－千円 12,090千円

機械装置及

び運搬具

63 2,199

有形固定資

産の「その

他」

－ 123

計 63 14,413

建物及び構築物 6,545千円

機械装置及び運搬具 2,520

有形固定資産の「その

他」
5,665

計 14,731

※４．当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当連結会計年度

において予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提として

その金額を計算しております。

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ
ループは以下の資産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

北海道網走
郡美幌町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物、土地
等

群馬県邑楽
郡板倉町

工場設備
建物及び構
築物、土地
等

北海道旭川
市

遊休資産 土地

札幌市中央
区

遊休資産 土地

東京都港区 遊休資産 土地

　公共事業依存度の高い当社グループは、
公共事業の激減と資産デフレの影響から、
資産を事業用資産、共用資産、賃貸用資
産及び遊休資産に分類し、事業用資産に
つきましては独立した最小の会計単位で
ある営業所をグルーピングの単位とし、
賃貸用資産及び遊休資産につきましては
各物件をグルーピングの単位としており
ます。なお、連結子会社２社につきまし
ては、支店（営業所）をグルーピングの
単位としております。
　当中間連結会計期間において営業活動
から生ずる損益が継続してマイナスであ
る資産グループ及び時価が著しく下落し
ている資産グループにつきまして、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879,167千円として特別損
失に計上しております。
　その内訳は、建物144,865千円、機械装
置67,510千円、土地469,362千円、建設仮
勘定56,975千円、リース資産95,722千円
及びその他44,730千円であります。
　なお、上記資産の回収可能価額は正味
売却価額により測定しており、主として
不動産鑑定士評価額により算出しており
ます。

※５．　　　　────── ※５．減損損失

　公共事業依存度の高い当社グループは、
公共事業の激減と資産デフレの影響から、
当連結会計年度において、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

北海道網走
郡美幌町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物、土地
等

群馬県邑楽
郡板倉町

工場設備
建物及び構
築物、土地
等

北海道二海
郡八雲町

営業所及び
工場設備

建物及び構
築物、機械
装置及び運
搬具

北海道旭川
市

賃貸マン
ション

投資用不動
産

北海道紋別
市

支店及び工
場施設

土地

北海道旭川
市

遊休資産 土地

札幌市中央
区

遊休資産 土地

東京都港区 遊休資産 土地

　当社グループは、資産を事業用資産、
共用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分
類し、事業用資産につきましては独立し
た最小の会計単位である営業所をグルー
ピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休
資産につきましては各物件をグルーピン
グの単位としております。なお、連結子
会社につきましては、支店（営業所）を
グルーピングの単位としております。
　当連結会計年度において営業活動から
生ずる損益が継続してマイナスである資
産グループ及び時価が著しく下落してい
る資産グループにつきまして、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982,643千円として特別損失に
計上しております。
　その内訳は、建物及び構築物189,590千
円、機械装置及び運搬具69,478千円、土
地485,726千円、建設仮勘定56,975千円、
無形固定資産6,766千円、投資用不動産
74,725千円、リース資産95,748千円及び
その他60,609千円であります。
　なお、上記資産の回収可能価額は正味
売却価額により測定しており、主として
不動産鑑定士評価額により算出しており
ます。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 5,057 － － 5,057

合計 5,057 － － 5,057

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 17 2 － 19

合計 17 2 － 19

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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

　　該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

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

現金及び預金勘定 1,200,111千円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△337,972千円

現金及び現金同等物 862,138千円

現金及び預金勘定 1,192,428千円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△337,546千円

現金及び現金同等物 854,881千円

現金及び預金勘定 1,134,344千円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
△324,695千円

現金及び現金同等物 809,649千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

（借主側）

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

（借主側）

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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、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)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機
械
装
置
及
び
運
搬
具

509,300 402,964 72,923 33,413

有
形
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」

5,328 3,907 － 1,421

合計 514,628 406,871 72,923 34,834

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機
械
装
置
及
び
運
搬
具

449,576 342,620 95,748 11,207

有
形
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」

5,328 4,972 － 355

合計 454,904 347,593 95,748 11,562

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

 減損
損失累
計額相
当額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機
械
装
置
及
び
運
搬
具

450,446 333,308 95,748 21,390

有
形
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」

5,328 4,351 － 976

合計 455,774 337,659 95,748 22,367

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

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

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 68,845千円

１年超 38,911千円

合計 107,756千円

リース資産減損勘定の残高

 75,499千円

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 38,911千円

１年超 －千円

合計 38,911千円

リース資産減損勘定の残高

 27,348千円

未経過リース料期末残高相当額

１年内 66,072千円

１年超 6,443千円

合計 72,515千円

リース資産減損勘定の残高

 50,148千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が、有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が、有形固

定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 36,911千円

リース資産減損勘定

の取崩額

22,799千円

減価償却費相当額 14,111千円

減損損失 95,722千円

支払リース料 32,645千円

リース資産減損勘定

の取崩額

22,799千円

減価償却費相当額 9,845千円

支払リース料 72,864千円

リース資産減損勘定

の取崩額

45,599千円

減価償却費相当額 27,264千円

減損損失 95,748千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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（残価保証の取り決めがある場合は残

価保証額）とする定額法によっておりま

す。

同左 同左
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②　有価証券関係

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

株式 20,303 49,060 28,756

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 344,043

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

株式 22,104 52,676 30,572

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 345,093

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 21,203 60,193 38,990

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 345,043

③　デリバティブ取引関係

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

セメント及
びセメント
二次製品関
連事業
（千円）

建設資材関
連事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
4,938,928 678,797 401,631 335,481 6,354,840 － 6,354,840

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 267,281 － 404,776 672,058 △672,058 －

計 4,938,928 946,079 401,631 740,258 7,026,898 △672,058 6,354,840

営業費用 4,521,157 1,078,537 367,468 728,943 6,696,106 △516,638 6,179,468

営業利益又は営業損

失（△）
417,771 △132,457 34,163 11,314 330,791 △155,420 175,371

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

セメント及
びセメント
二次製品関
連事業
（千円）

建設資材関
連事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
4,125,734 490,572 350,627 359,989 5,326,923 － 5,326,923

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

25,445 215,083 － 361,708 602,237 △602,237 －

計 4,151,179 705,655 350,627 721,698 5,929,161 △602,237 5,326,923

営業費用 3,844,928 737,563 433,413 737,264 5,753,170 △415,531 5,337,638

営業利益又は営業損

失（△）
306,250 △31,907 △82,785 △15,566 175,991 △186,706 △10,714
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

セメント及
びセメント
二次製品関
連事業
（千円）

建設資材関
連事業
（千円）

不動産関連
事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
10,578,958 1,104,818 592,500 841,464 13,117,741 － 13,117,741

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

33,574 419,207 － 797,332 1,250,114 △1,250,114 －

計 10,612,532 1,524,025 592,500 1,638,796 14,367,855 △1,250,114 13,117,741

営業費用 9,880,486 1,707,278 573,777 1,658,407 13,819,950 △877,510 12,942,440

営業利益又は営業損

失（△）
732,045 △183,252 18,722 △19,610 547,904 △372,604 175,300

　（注）１．各事業区分の主要製品は、次のとおりです。

(1）セメント及びセメント

二次製品関連事業……ブロック製品・生コンクリート・管製品・縁石製品・水路製品・その他

(2）建設資材関連事業……建築製品・配管資材・その他

(3）不動産関連事業……分譲マンションの販売及び不動産賃貸

(4）その他事業……油脂・運送・その他

２．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額は170,069千円、173,411千円及び330,627千円であり、その主なものは親会

社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、海外売

上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 686円39銭

１株当たり中間純損失 164円23銭

１株当たり純資産額 737円14銭

１株当たり中間純利益 124円00銭

１株当たり純資産額 613円97銭

１株当たり当期純損失 237円97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、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株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

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株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（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。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間純利益金額又は１株当た

り中間（当期）純損失金額

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）

（千円）
△827,917 624,730 △1,199,527

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金）（千

円）
－ － －

普通株式に係る中間純利益又は普通株式

に係る中間（当期）純損失（△）（千円）
△827,917 624,730 △1,199,527

期中平均株式数（株） 5,041,067 5,038,167 5,040,579

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

 

 (1）生産実績  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

セメント及びセメント二次製品関連

事業
3,828,885 3,567,051 6,601,427

建設資材関連事業 434,688 623,232 715,673

不動産関連事業 － － －

その他事業 － － －

合計 4,263,573 4,190,284 7,317,103

(注) １．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

セメント及びセメント二次製品関連事業と建設資材関連事業の一部門では受注生産を行っておりますが、発注先

が建設業界ということで受注が工事終了間際まで確定致しませんので暫定受注を行っております。これは主に、設

計と現場条件の違いによる設計変更が頻繁になされるためであります。従って、受注確定が困難で、受注残の把握

が難しいことから受注残の記載を省略しております。

(3）販売実績  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

セメント及びセメント二次製品関連

事業
4,938,928 4,125,734 10,578,958

建設資材関連事業 678,797 490,572 1,104,818

不動産関連事業 401,631 350,627 592,500

その他事業 335,481 359,989 841,464

合計 6,354,840 5,326,923 13,117,741

(注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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