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1. １８年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(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。 

   

 

   
(2) 財政状態 

 

   
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） 14円82銭 
     通期営業利益     1,000百万円 
  
3. 配当状況 

 
※ 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、中間決算短信(連結)添付資料の７ページを参照して下さい。 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要

 

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 網谷 勝彦
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11月20日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株)

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 16,102 6.0 361 48.3 372 90.8
17年９月中間期 15,191 19.6 243 352.8 195 397.3
18年３月期 32,239 709 575

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 278 318.4 5.44
17年９月中間期 66 289.6 1.47
18年３月期 647 13.34
(注) ① 期中平均株式数 18年９月中間期 51,289,783株 17年９月中間期 45,212,769株 18年３月期 46,383,849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、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

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 47,366 17,867 37.7 348.37
17年９月中間期 43,285 15,167 35.0 335.47
18年３月期 45,954 18,066 39.3 351.66
(注) ① 期末発行済株式数 18年９月中間期 51,289,321株 17年９月中間期 45,211,265株 18年３月期 51,290,937株

② 期末自己株式数 18年９月中間期 88,111株 17年９月中間期 79,743株 18年３月期 86,495株

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 33,200 930 760

・現金配当 １株当たり配当金(円)
中間期末 期末 年間

18年３月期 ─ 3.00 3.00
19年３月期(実績) ─ ―

4.00
19年３月期(予想) ― 4.00
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中間貸借対照表 
  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 2,342,163 1,977,191 2,287,257

２ 受取手形 ※５
※７ 4,200,506 6,289,145 5,030,764

３ 売掛金 4,766,426 5,940,903 5,912,878

４ たな卸資産 3,511,077 3,253,281 3,472,349

５ 繰延税金資産 98,968 117,265 124,702

６ 短期貸付金 2,863,562 4,317,316 3,368,088

７ その他 ※５ 1,504,294 1,221,611 1,456,639

８ 貸倒引当金 △31,444 △47,056 △35,438

  流動資産合計 19,255,556 44.5 23,069,658 48.7 21,617,241 47.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物 ※２ 1,696,457 1,610,500 1,607,127

 (2) 機械及び装置 ※２ 2,295,371 2,280,892 2,424,612

 (3) 土地 ※２ 
※６ 10,098,501 10,097,939 10,097,874

 (4) その他 1,578,331 2,053,709 1,402,008

  有形固定資産合計 15,668,661 36.2 16,043,042 33.8 15,531,621 33.8

２ 無形固定資産 60,729 0.1 71,629 0.2 65,117 0.2

３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 ※２ 5,863,347 5,917,974 6,395,040

 (2) 長期貸付金 2,210,729 1,652,635 1,993,241

 (3) 破産・更生債権等 305,454 752,288 456,813

 (4) その他 724,547 701,979 734,629

 (5) 貸倒引当金 △803,663 △842,971 △839,461

  投資その他の 
  資産合計 8,300,416 19.2 8,181,905 17.3 8,740,262 19.0

  固定資産合計 24,029,807 55.5 24,296,577 51.3 24,337,002 53.0

  資産合計 43,285,363 100.0 47,366,235 100.0 45,954,244 100.0 
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 ※７
※10 1,716,344 1,217,300 1,329,158

２ 買掛金 2,002,573 2,232,880 2,294,159

３ 短期借入金 ※２ 
※８ 3,189,743 2,080,000 2,080,000

４ 一年内返済予定の 
  長期借入金

※２ 
※８ 1,917,156 2,001,797 1,848,344

５ ファクタリング 
  未払金 ※10 4,888,925 7,429,388 6,157,674

６ 未払消費税等 ※４ 8,794 39,585 36,769

７ 未払法人税等 21,008 26,104 34,967

８ 賞与引当金 194,856 206,950 209,020

９ 役員賞与引当金 ─ 15,000 ─

10 支給材等購入による 
  支払手形 ※10 762,147 ─ ─

11 工事損失引当金 10,494 8,400 4,000

12 その他
※２ 
※７ 
※10

2,011,138 2,552,458 1,962,756

  流動負債合計 16,723,182 38.7 17,809,863 37.6 15,956,849 34.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 752,000 1,250,000 1,626,000

２ 長期借入金 ※２ 
※８ 5,718,865 5,503,142 5,324,519

３ 繰延税金負債 937,834 828,131 1,055,223

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 ※６ 3,239,847 3,239,766 3,239,766

５ 退職給付引当金 670,290 555,721 608,094

６ その他 76,100 311,854 77,610

  固定負債合計 11,394,938 26.3 11,688,617 24.7 11,931,214 26.0

  負債合計 28,118,120 65.0 29,498,481 62.3 27,888,064 60.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,658,569 6.1 ― ― 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 5,016,964 ― 5,016,964

３ 中間(当期)未処分
利益 628,596 ― 1,209,813

  利益剰余金合計 5,866,175 13.5 ― ― 6,447,393 14.0

Ⅳ 土地再評価差額金 ※６ 4,574,181 10.6 ― ― 4,574,063 9.9

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 1,620,747 3.7 ― ― 1,940,968 4.2

Ⅵ 自己株式 △10,895 △0.0 ― ― △13,278 △0.0

  資本合計 15,167,243 35.0 ― ― 18,066,180 39.3

  負債・資本合計 43,285,363 100.0 ― ― 45,954,244 100.0 

- 3 - （単）



 
  

 
前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 3,658,569 7.7 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 1,458,463 ―

   資本剰余金合計 ― 1,458,463 3.1 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 220,614 ―

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮 
    積立金 ─ 215,281

    別途積立金 ― 4,800,000 ―

    繰越利益剰余金 ― 1,307,511 ―

   利益剰余金合計 ― 6,543,407 13.8 ―

 ４ 自己株式 ― △13,794 △0.0 ―

   株主資本合計 ― 11,646,646 24.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金 ― 1,647,045 3.5 ―

 ２ 土地再評価差額金 ※６ ― 4,574,063 9.6 ―

   評価・換算差額等 
   合計 ― 6,221,108 13.1 ―

   純資産合計 ― 17,867,754 37.7 ―

   負債純資産合計 ― 47,366,235 100.0 ―
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中間損益計算書 
  

 
  

  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(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 15,191,774 100.0 16,102,599 100.0 32,239,077 100.0 

Ⅱ 売上原価 13,566,912 89.3 14,413,350 89.5 28,708,867 89.0

売上総利益 1,624,862 10.7 1,689,249 10.5 3,530,210 11.0

Ⅲ 販売費及び一般 
  管理費 1,381,289 9.1 1,328,101 8.3 2,820,319 8.8

営業利益 243,572 1.6 361,147 2.2 709,890 2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 185,153 1.2 205,448 1.3 320,023 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 233,500 1.5 194,042 1.2 454,543 1.4

経常利益 195,225 1.3 372,553 2.3 575,370 1.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 282,079 1.9 3,812 0.0 506,961 1.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 
※６ 434,031 2.9 116,228 0.7 567,566 1.8

税引前中間(当期) 
純利益 43,274 0.3 260,137 1.6 514,765 1.6

法人税、住民税 
及び事業税 8,008 18,995 16,242

法人税等調整額 △31,397 △23,389 △0.1 △37,744 △18,749 △0.1 △149,238 △132,996 △0.4

中間(当期)純利益 66,663 0.4 278,887 1.7 647,762 2.0

前期繰越利益 505,750 ― 505,750

土地再評価差額金 
取崩額 56,182 ― 56,301

中間(当期)未処分 
利益 628,596 ― 1,209,813
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製品別売上高 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

区分 金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

  ポール製品 4,533,371 29.9 4,707,487 29.2 9,640,560 29.9

  パイル製品 5,289,713 34.8 6,005,926 37.3 10,961,858 34.0

  土木製品等 1,430,241 9.4 1,663,409 10.3 3,315,844 10.3

  工   事 3,938,447 25.9 3,725,776 23.2 8,320,814 25.8

  合   計 15,191,774 100.0 16,102,599 100.0 32,239,077 100.0
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中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

 
（注）18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

項目

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
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産 
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益  
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 220,614 216,964 4,800,000 1,209,813 △13,278 11,551,148

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △153,872 △153,872

 圧縮積立金の取崩し（注） △1,147 1,147 ─

 圧縮積立金の取崩し △535 535 ─

 役員賞与（注） △29,000 △29,000

 中間純利益 278,887 278,887

 自己株式の取得 △516 △516

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ─ ─ ─ △1,683 ─ 97,698 △516 95,498

平成18年９月30日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 220,614 215,281 4,800,000 1,307,511 △13,794 11,646,646

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,940,968 4,574,063 6,515,031 18,066,180

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △153,872

 圧縮積立金の取崩し（注） ─

 圧縮積立金の取崩し ─

 役員賞与（注） △29,000

 中間純利益 278,887

 自己株式の取得 △516

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △293,923 △293,923 △293,923

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △293,923 ─ △293,923 △198,425

平成18年９月30日残高(千円) 1,647,045 4,574,063 6,221,108 17,867,754
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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17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法

 (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 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)

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 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)

子会社株式及び関連会社株式

同左

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)

 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) デリバティブ 時価法 同左 同左

 (3) たな卸資産

   製品・原材料・仕掛
品及び貯蔵品

移動平均法による原価法 同左 同左

   未成工事支出金

    未成受託研究支出金

個別法による原価法

個別法による原価法

同左

同左

同左

同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法

  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

同左

(1) 有形固定資産

同左

(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

(2) 無形固定資産

同左

３ 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

(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、支給見込額のうち、

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。
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項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(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。

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

額の２分の１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

(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。

(4)工事損失引当金 

 受注工事に係る損失に備え

るため、当中間期末未引渡工

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。

(4)工事損失引当金 

 同左

(4)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)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち、当中間会計期間

負担額を計上しております。

 

 ―――――――――

 （会計方針の変更） 

 当中間会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第4

号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が、

15,000千円減少しておりま

す。

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算の

基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ 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。

  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。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段：金利スワップ

 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

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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

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

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

⑤リスク管理体制

同左

７ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

   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。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 法人税等の会計処理

   「法人税、住民税及び事業

税」及び「法人税等調整額」

については、固定資産圧縮積

立金を利益処分により取崩し

たものとみなしております。

――――――― ―――――――
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会計処理の変更 
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(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） 
 当中間会計期間から「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。 
 これにより税引前中間純利益が
385,231千円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
基づき当該各資産の金額から直接控
除しております。

     
――――――――

（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。

     
――――――――

（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」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）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」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）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17,867,754千円であります。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間末における
中間貸借対照表の純資産の部につい
ては、改正後の中間財務諸表等規則
により作成しております。

     
――――――――
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表示方法の変更 
  

 
  

項目
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

中間貸借対照表関係 前中間会計期間において流動資産
「その他」に含めて表示しておりま
した「短期貸付金」（前中間会計期
間205,266千円）については、資産
総額の100分の5超となったため、当
中間会計期間より区分掲記しており
ます。

 
────────

 
────────

 前中間会計期間まで区分掲記して
いた「支給材等購入による支払手
形」（当中間会計期間末329,873千
円）は、負債及び純資産の合計額の
1/100となったため、当中間会計期
間より「支払手形」に含めて表示し
ております。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

 
  

項目 前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価
償却累計額

28,687,431千円 29,078,490千円 28,775,109千円

※２ 担保提供資産
 質権

 
投資有価証券

 
2,948,299千円

 
2,967,606千円

 
3,352,744千円

 

根抵当権

建物

土地

小計
 

26,648千円

2,413,642

2,440,290
 

24,218千円

2,100,653

2,124,871
 

25,040千円

2,100,653

2,125,693

 

抵当権

建物

土地

小計
 

132,005千円

1,510,335

1,642,341
 

121,159千円

1,510,335

1,631,494
 

126,407千円

1,510,335

1,636,742

 

譲渡担保

機械及び装置

担保提供資産合計
 

354,574千円

7,385,506千円
 

303,572千円

7,027,545千円
 

324,292千円

7,439,472千円

 

対応債務

短期借入金
一年内返済予定の
長期借入金
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)

社債
(銀行保証付無担保社債)

長期借入金

計
 

1,209,743千円

1,197,156 
 

52,000
 

752,000 
 

2,813,865

6,024,764
 

100,000千円

1,096,797 
 

452,000

1,250,000 
 

2,213,142

5,111,939
 

100,000千円

1,153,344 
 

152,000

1,626,000 
 

2,754,519

5,785,863

 ３ 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 
ローン利用者
THAI NIPPON CONCRETE
CO.,LTD.
鈴鹿リビング
サービス㈱

計
 

21,766千円

341,396
 
 

3,000
 
 

366,162
 

16,504千円

416,270 
 

3,000 
 

435,775
 

18,480千円

385,833 
 

3,000 
 

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㈱  

21,183千円 
   

16,817千円 
   

19,000千円 
 

※４ 消費税等の取扱い  仮払消費税及び仮受消費税は相
殺のうえ、未払消費税等として表
示しております。

同左 ――――――
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項目 前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※５ 債権流動化による

受取手形譲渡高のう

ち支払が留保されて

金額

 債権流動化による受取手形の譲

渡高(2,047,304千円)のうち遡求

義務として287,895千円支払が留

保されております。

 債権流動化による受取手形の譲

渡高(618,610千円)のうち遡求義

務として97,401千円支払が留保さ

れております。

 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128,626千円の支払いが

保留されております。

※６ 土地の再評価  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。

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

 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」として純資産の部に計上

しております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日

同左

 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

同左

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 中間会計期間末日 

 (期末日)満期手形の処理

――――――

期末日満期手形は、手形交換日
をもって決済処理しておりま
す。従って、当中間会計期間末
日は金融機関の休日であったた
め、期末日満期手形が以下の科
目に含まれております。

受取手形    298,387千円 

支払手形    110,709 

流動負債その他 

(設備建設による支払手形) 

         3,100

――――――
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項目 前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※８ シンジケートローン

 

 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

づく当中間会計期間末の借入未実

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 3,299,743

差引額 1,200,256  

 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Ｕ

ＦＪ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中間会計期

間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

3,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 3,000,000  

 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Ｕ

ＦＪ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

4,400,000千円

借入実行残高 2,900,000

差引額 1,500,000

 ９ 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。 

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。 

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。

 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純資産の

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。 

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純資産の

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。

 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。 

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。

────────

 平成18年9月28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。 

────────
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項目 前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 ①各年度の決算期及び中間期（以

下、当該決算期及び中間期を

「本・中間決算期」という。）の

末日における借入人の単体の貸借

対照表における純資産の部の金額

を、当該本・中間決算期の直前の

本・中間決算期の末日または2006

年3月に終了する決算期の末日に

おける借入人の単体の貸借対照表

における純資産の部の金額（但

し、2006年3月に終了する決算期

の末日における借入人の単体の貸

借対照表については、資本の部の

金額に「新株予約権」及び「繰延

ヘッジ損益」（もしあれば）の合

計金額を加えた金額）のいずれか

大きい方の75％の金額以上にそれ

ぞれ維持すること。 

②各年度の各本・中間決算期の末

日における借入人の連結の貸借対

照表における純資産の部の金額

を、当該本・中間決算期の直前の

本・中間決算期の末日または2006

年3月に終了する決算期の末日に

おける借入人の連結の貸借対照表

における純資産の部の金額（但

し、2006年3月に終了する決算期

の末日における借入人の連結の貸

借対照表については、資本の部の

金額に「新株予約権」、「少数株

主持分」及び「繰延ヘッジ損益」

（もしあれば）の合計金額を加え

た金額）のいずれか大きい方の

75％の金額以上にそれぞれ維持す

ること。 

③各決算期にかかる借入人の単体

の損益計算書及び連結の損益計算

書上の営業損益に関して、それぞ

れ2期連続して営業損失を計上し

ないこと。

※１０ ファクタリング 

   未払金

 平成17年４月支払分より、仕入

先、支給材購入先及び設備購入先

に対する支払の一部を手形からフ

ァクタリングに移行し、その残高

については「ファクタリング未払

金」として流動負債の部に表示し

ております。 

この結果、従来の方法によった場

合と比較して、「支払手形」は

2,957,619千円、「支給材等購入

による支払手形」は1,702,358千

円、「流 動 負 債 そ の 他」は

228,947千円減少し、「ファクタ

リング未払金」は4,888,925千円

増加しております。

──────── ────────
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(中間損益計算書関係) 
  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の 
   主要項目

受取利息 33,334千円 39,408千円 72,246千円

受取配当金 62,518 63,478 66,429

賃貸料収入 48,107 65,086 100,799

業務受託収入 13,349 15,151 27,405

※２ 営業外費用の 
   主要項目

支払利息 67,460千円 50,400千円 123,152千円

減価償却費 67,914 51,601 129,968

賃貸用中古資産 
一括償却費 30,036 ― 30,036

※３ 特別利益の 
   主要項目

貸倒引当金戻入益 ―千円 3,432千円 ―千円

建物売却益 613 ― 613

機械及び装置 
売却益 2,260 324 2,246

車輌運搬具売却益 127 ― 306

工具器具及び 
備品売却益 888 55 888

土地売却益 1,151 ― 1,151

投資有価証券売却
益 223,320 ― 223,320

建物賃貸借予約契
約解約金 53,718 ― 53,718

※４ 特別損失の 
   主要項目

建物売却損 467千円 244千円 1,892千円

機械及び装置 
売却損 ― ― 7,601

車輌運搬具売却損 205 ― 535

工具器具及び 
備品売却損 ― ― 15

土地売却損 406 ― 697

固定資産除却損 47,721 20,074 173,381

投資有価証券 
評価損 ― 1,825 ―

減損損失 385,231 94,083 383,442

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 500,825千円 485,938千円 1,070,558千円

無形固定資産 4,588 7,180 10,504
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項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※６ 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。

 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。

 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 7,675 

機械及び 
装置

94,130 

土地 152,645 

有形固定 
資産その 
他

32,824 

無形固定
資産

123 

計 287,399 

三重県 
四日市市

遊休資産 土地 94,846 

群馬県 
勢多郡 
他5件

遊休資産 建物 221 

土地 1,565 

無形固定 
資産

1,198 

計 2,985 

 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

茨城県 
筑西市

遊休資産 建物 14,935 

機械及び 
装置

52,793 

有形固定 
資産その 
他

26,354 

計 94,083 

 

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 

機械及び 
装置

92,468 

土地 152,645 

有形固定 
資産その 
他

32,824 

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 
他5件

遊休資産 建物 221 

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。

(グルーピングの方法)   
             
    同左  
 
 
 
 
 

(グルーピングの方法)   
 
    同左   
 
 
 
 
 

(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(385,231千円)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。

(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
(94,083千円)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。

(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。

(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。

(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。

正味売却価額は、建物と土
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。

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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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加    1,616株 

  
  

リース取引関係 

ＥＤＩＮＥＴ による開示を行うため記載を省略しております。 

  

有価証券関係 

当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 86,495 1,616 ― 88,111
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重要な後発事象 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(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発行）
当社は、平成１７年１１月２８日

開催の取締役会において、第三者割
当による第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債の発行を決議し、平
成１７年１２月１４日に発行いたし
ました。その概要は次のとおりであ
ります。

──────── ────────

１．社債の名称
日本コンクリート工業株式会社第
１回無担保転換社債型新株予約権
付社債（転換社債型新株予約権付
社債間限定同順位特約付）（以下
「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、
新株予約権のみを「本新株予約
権」という。）

２．社債の発行価額 
額面１００円につき金１００円

３．新株予約権の発行価額 
 無償とする。
４．新株予約権の発行価額の 
  算定理由（無償の理由）
本新株予約権は、転換社債型新株
予約権付社債に付されたものであ
り、本社債からの分離譲渡はでき
ず、かつ本新株予約権が行使され
ると代用払込により本社債は消滅
し、本社債と本新株予約権が相互
に密接に関連することを考慮し、
また、本新株予約権の価値と、本
社債の利率、発行価額等のその他
の発行条件により得られる経済的
な価値とを勘案して、その発行価
額を無償とした。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５．払込期日及び発行日  

平成１７年１２月１４日（水） ──────── ────────
６．募集に関する事項
（１）募集の方法 
第三者割当の方法により、全額を
野村證券株式会社に割り当てる。

（２）発行価格（募集価格）
額面１００円につき金１００円

（３）申込期間 
平成１７年１２月１４日（水）

（４）申込取扱場所 
野村信託銀行株式会社 本店

７．新株予約権に関する事項
（１）新株予約権の目的たる 
   株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の
種類は当社普通株式とし、その行
使請求（本項第(６)号に定義す
る。）により当社が当社普通株式
を新たに発行しまたはこれに代え
て当社の有する当社普通株式を移
転（以下当社普通株式の発行また
は移転を「交付」という。）する
数は、行使請求に係る本社債の発
行価額の総額を本項第(３)号②記
載の転換価額（ただし、本項第
(８)号または第(９)号によって修
正または調整された場合は修正後
または調整後の転換価額）で除し
て得られる最大整数とする。この
場合に１株未満の端数を生じたと
きはこれを切り捨て、現金による
調整は行わない。

（２）新株予約権の総数
各本社債に付された本新株予約権
の数は１個とし、合計４０個の本
新株予約権を発行する。

（３）行使時払込金額及び転換価額

①本新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は、本社債
の発行価額と同額とする。
②転換価額は、当初３５４円とす
る。

（４）行使時の払込金額 
   （転換価額）の算定理由
本新株予約権付社債が転換社債型
新株予約権付社債であることか
ら、新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は本社債の発
行価額と同額とし、当初の転換価
額は平成１７年１１月２８日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値を
５．０４％上回る額とした。

（５）新株の発行価額中の 
   資本組入れ額
本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の当社普通株式１株
の資本組入額は当該株式の発行価
額に０.５を乗じた金額とし、計
算の結果１円未満の端数を生ずる
場合は、その端数を切り上げるも
のとする。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（６）行使請求期間
本新株予約権付社債の社債権者
は、平成１７年１２月１５日から
平成１９年１２月１３日までの
間、いつでも、本新株予約権の行
使を請求すること（以下「行使請
求」という。）ができる。

──────── ────────

（７）行使の条件
当社が第８項第(６)号②もしくは
③により本社債を繰上償還する場
合または当社が本社債につき期限
の利益を喪失した場合には、それ
ぞれ償還日または期限の利益の喪
失日以後本新株予約権を行使する
ことはできない。当社が第８項第
(６)号④記載の本新株予約権付社
債の社債権者の請求により本社債
を繰上償還する場合には、本新株
予約権付社債券が第８項第(１２)
号記載の償還金支払場所（以下
「償還金支払場所」という。）に
提出された時以降、本新株予約権
を行使することはできない。ま
た、各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

（８）転換価額の修正
本新株予約権付社債の発行後、毎
月第３金曜日(ただし、初回は平
成１７年１２月２２日とする。)
（以下「決定日」という。）の翌
取引日以降、転換価額は、決定日
まで（当日を含む。）の３連続取
引日（ただし、終値のない日は除
き、決定日が取引日でない場合に
は、決定日の直前の取引日までの
３連続取引日とする。以下「時価
算定期間」という。）の株式会社
東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の毎日の終値（気
配表示を含む。）の平均値の９
０％に相当する金額（円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第
２位を切り捨てる。以下「決定日
価額」という。）に修正される。
なお、時価算定期間内に、本項第
(９)号で定める転換価額の調整事
由が生じた場合には、修正後の転
換価額は、本新株予約権付社債の
社債要項に従い当社が適当と判断
する値に調整される。ただし、か
かる算出の結果、決定日価額が１
７７円（以下「下限転換価額」と
いう。ただし、本項第(９)号によ
る調整を受ける。）を下回る場合
には、修正後の転換価額は下限転
換価額とし、決定日価額が７０８
円（以下「上限転換価額」とい
う。ただし、本項第(９)号による
調整を受ける。）を上回る場合に
は、修正後の転換価額は上限転換
価額とする。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（９）転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発
行後、当社が当社普通株式の時価
を下回る発行価額または処分価額
をもって当社普通株式を発行しま
たは処分する場合（ただし、当社
普通株式に転換される証券もしく
は転換できる証券または当社普通
株式の交付を請求できる新株予約
権（新株予約権付社債に付された
ものを含む。）の転換または行使
による場合を除く。）には、次に
定める算式をもって転換価額を調
整する。

──────── ────────

 

新発行・
×
1株あたりの

既発行＋
処分株式
数

発行・処分 
価額

調 整 後
＝
調 整 前

×
株式数 時価

転換価額 転換価額
既発行株式数＋新発行・処分株式

数

また、当社は、当社普通株式の分
割もしくは併合または時価を下回
る価額をもって当社普通株式に転
換される証券もしくは転換できる
証券または当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権もしくは新
株予約権付社債を発行する場合等
にも転換価額を適宜調整する。な
お、上記算式において、「既発行
株式数」は、発行済当社普通株式
数から、当社の有する当社普通株
式数を控除した数とし、株式分割
により当社普通株式を発行する場
合には、「新発行・処分株式数」
は、株主割当日における当社の有
する当社普通株式に割り当てられ
る当社普通株式数を含まないもの
とする。
なお、本号における「時価」と
は、調整後の転換価額を適用する
日（ただし、配当可能利益から資
本に組入れられることを条件にそ
の部分をもって株式分割により当
社普通株式を発行する旨取締役会
で決議する場合で、当該配当可能
利益の資本組入れの決議をする株
主総会の終結の日以前の日を株式
分割のための株主割当日とする場
合には株主割当日）に先立つ４５
取引日目に始まる３０取引日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の毎日の終
値（気配表示を含む。）の平均値
（終値のない日数を除く。）をい
う。

（10）消却事由及び消却条件
消却事由は定めない。

（11）行使によって交付された 
   株式の配当起算日
行使請求により交付された当社普
通株式の配当金または商法第２９
３条ノ５に定められた金銭の分配
（中間配当金）については、行使
請求が４月１日から９月３０日ま
での間になされたときは４月１日
に、１０月１日から翌年３月３１
日までの間になされたときは１０
月１日に、それぞれ当社普通株式
の交付があったものとみなしてこ
れを支払う。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（12）行使請求受付場所
名義書換代理人 中央三井信託銀
行株式会社 本店

──────── ────────

（13）代用払込に関する事項
商法第３４１条ノ３第１項第７号
および第８号により、本新株予約
権を行使したときは、かかる行使
をした者から、当該本新株予約権
に係る本社債の全額の償還に代え
て当該本新株予約権の行使に際し
て払込をなすべき額の全額の払込
がなされたものとする旨の請求が
あったものとみなし、かつ当該請
求に基づく払込があったものとす
る。

８．社債に関する事項
（１）社債の総額
金２０億円

（２）各社債券の金額
金５，０００万円の１種

（３）社債の利率
本社債には利息を付さない。

（４）償還期限
平成１９年１２月１４日（金）

（５）償還価額
額面１００円につき金１００円
ただし、繰上償還の場合は本項第
(６)号②乃至④に定める価額によ
る。

（６）償還の方法
①本社債は、平成１９年１２月１
４日にその総額を償還する。
②当社は、当社が株式交換または
株式移転により他の会社の完全
子会社となることを当社の株主
総会で決議した場合、本新株予
約権付社債の社債権者に対し
て、償還日から３０日以上６０
日以内の事前通知を行った上
で、当該株式交換または株式移
転の効力発生日以前に、残存す
る本社債の全部（一部は不可）
を額面１００円につき次の金額
で繰上償還することができる。
平成１７年１２月１５日から平
成１８年１２月１４日までの期
間については金１０１円
平成１８年１２月１５日から平
成１９年１２月１３日までの期
間については金１００円
③当社は、本新株予約権付社債の
発行後、その選択により、本新
株予約権付社債の社債権者に対
して、毎月第２金曜日（ただ
し、第２金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に事前通知を行った上
で、当該月の第４金曜日に、残
存する本社債の全部（一部は不
可）を額面１００円につき金１
０１円で、繰上償還することが
できる。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④本新株予約権付社債の社債権者
は、本新株予約権付社債の発行
後、その選択により、当社に対
して、毎月第１金曜日（ただ
し、第１金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に、事前通知を行い、か
つ本新株予約権付社債券を償還
金支払場所に提出することによ
り、当該月の第３金曜日に、そ
の保有する本社債の全部または
一部を額面１００円につき金９
９円で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を有す
る。

──────── ────────

⑤本号に定める償還すべき日が銀
行休業日にあたるときは、その
前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
⑥本社債の買入消却は、発行日の
翌日以降いつでもこれを行うこ
とができる。ただし、本新株予
約権のみを消却することはでき
ない。本社債を買入消却する場
合、当社は取得した本新株予約
権につき、その権利を放棄する
ものとする。

（７）社債券の様式
無記名式とする。
なお、本新株予約権付社債は商法
第３４１条ノ２第４項の定めによ
り本社債または本新株予約権のう
ち一方のみを譲渡することはでき
ない。

（８）担保の有無
本新株予約権付社債には物上担保
および保証は付されておらず、ま
た本新株予約権付社債のために特
に留保されている資産はない。

（９）財務上の特約
当社は、本新株予約権付社債の未
償還残高が存する限り、本新株予
約権付社債発行後、当社が国内で
今後発行する他の転換社債型新株
予約権付社債に担保権を設定する
場合には、本新株予約権付社債の
ためにも担保附社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定する。
なお、転換社債型新株予約権付社
債とは、商法第３４１条ノ２に定
められた新株予約権付社債であっ
て、商法第３４１条ノ３第１項第
７号および第８号の規定に基づ
き、新株予約権を行使したとき
に、当該新株予約権付社債の社債
権者から社債の全額の償還に代え
て、新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額の全額の払込がな
されたものとする旨の請求があっ
たものとみなし、かつ当該請求に
基づく払込があったものとする
旨、取締役会で決議されたものを
いう。

（10）取得格付
取得していない。
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前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（11）社債管理会社
本新株予約権付社債は、商法第２
９７条ただし書の要件を充たすも
のであり、社債管理会社は設置し
ない。

──────── ────────

（12）償還金支払事務取扱者 
   （償還金支払場所 ）
野村信託銀行株式会社 本店

９．上場申請の有無
無し

10．前記各項については、証券取引
法による届出の効力発生を条件
とする。

（新工場建設の決議）
当社は、平成１７年１１月２８日

開催の取締役会において、新工場建
設を決議いたしました。その概要は
次のとおりであります。
１．新工場建設の理由
今後も需要増が見込まれる大径高
支持力パイルの供給力を強化する
ため、茨城県古河市所在の工場用
地および建物を活用して、本製品
専用工場（以下「新工場」といい
ます）を建設するものです。

２．新工場の概要
名称     古河工場
所在地    茨城県古河市丘里
敷地面積   36,983.5 ㎡
工場面積   4,997.76 ㎡
     （既存建物を利用予定）    
生産品種
 ＰＨＣパイル ＰＲＣパイル  
  φ800 ㎜～φ1200 ㎜   
  節杭（節付のパイル）  
  φ800-1000 ㎜ ～φ1000-1200 ㎜   
生産能力   月産10,000 屯
投資額    21.5 億円(予定)

転換社債型新株予約
権付社債の発行によ
り調達

着工予定   平成18年１月
竣工予定   平成18年12月
稼動開始予定 平成19年１月

（係争事件の解決）
平成１３年２月に当社の川島工場

において発生したオートクレーブ缶
事故の損害賠償を、当社が当該設備
の製作会社に対し請求した裁判が、
平成１７年１２月１２日付けで和解
に至りました。その和解合意に基づ
き、平成１７年１２月末日までに、
当社に対し和解金が支払われ、裁判
費用等を差引いた残額、約２億２千
万円を特別利益に計上する予定で
す。
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