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1. 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捨てて表示しております。 

   

 

 
  
 (2) 連結財政状態 

 
 
  
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 
  
2. 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） 

  (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  16円77銭 
     通期連結営業利益     1,230百万円 
※ 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、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 中間決算短信（連結）

 

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
米国会計基準採用の有無  無

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 16,492 6.0 449 18.3 495 58.5
17年9月中間期 15,560 18.7 380 103.8 312 176.7
 18年3月期 32,945 883 746

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 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 379 ― 7.39 ―
17年9月中間期 △144 ― △3.20 ―
 18年3月期 462 9.30 ―
(注) ① 持分法投資損益 18年9月中間期 △10百万円 17年9月中間期 △18百万円 18年3月期 △18百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 51,273,919株 17年9月中間期 45,197,010株 18年3月期 46,368,027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

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 49,352 22,106 43.7 420.80
17年9月中間期 46,640 18,795 40.3 415.88
 18年3月期 48,690 21,707 44.6 422.75
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 51,273,447株 17年9月中間期 45,195,430株 18年3月期 51,275,075株

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 977 △1,165 76 2,562
17年9月中間期 △1,211 △687 1,828 2,690
 18年3月期 △1,657 △1,589 3,160 2,674

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ６社

連結(新規) －社 (除外) １社 持分法(新規) －社 (除外) －社

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 34,200 1,160 860
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１. 企 業 集 団 の 状 況 

  

当社グループは、当社(日本コンクリート工業株式会社)、子会社12社及び関連会社7社により構成されて

おり、セメント二次製品の製造・販売及びこれに伴う原材料の調達並びにこれらに付帯する製品の輸送、工

事請負の事業を営んでおります。 

 事業の内容と当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置づけ並びに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。 

  

 
  

企業集団の概況を系統図によって示すと次のとおりであります。 

  
 

(注)２ 平成18年8月１日をもって、㈱工基と㈱ニッコーは、㈱工基を存続会社として合併しました。

事業区分 売上区分 構成会社

製品事業
ポール製品 
パイル製品 
土木製品等

当社、日混工業㈱、ＮＣマネジメントサービス㈱、 
西日本パイル製造㈱、九州パイル製造㈱、ＮＣロジスティックス㈱、 
佐栄建工㈱、貝原パイル製造㈱、 
ＮＣ四国コンクリート工業㈱、北海道コンクリート工業㈱、 
日本海コンクリート工業㈱、中国高圧コンクリート工業㈱、 
九州高圧コンクリート工業㈱、THAI NIPPON CONCRETE CO.,LTD．

工事事業 完成工事
当社、㈱工基、北海道コンクリート工業㈱、 
日本海コンクリート工業㈱、中国高圧コンクリート工業㈱、 
九州高圧コンクリート工業㈱、THAI NIPPON CONCRETE CO.,LTD．
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【関係会社の状況】 

 
(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
   ２ 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は、間接所有割合であります。 
   ３ 特定子会社に該当しております。 
   ４ 平成18年8月１日をもって、㈱工基と㈱ニッコーは、㈱工基を存続会社として合併しました。 

  

名称 住所
資本金は 
出資金 
(千円)

主要な事業 
の内容

議決権の 
所有(被所有) 
割合 役員の 

兼任 
(名)

関係内容
所有 
割合 
(％)

被所有 
割合 
(％)

(連結子会社) 
㈱工基（注４）

東京都 
港区 72,000 工事事業 79.8 

(43.0) ― 2

当社のパイルを使用した基
礎工事の施工を行っており
ます。 
なお、当社より資金援助を
受けております。

(連結子会社) 
日混工業㈱

東京都 
港区 80,000 製品事業 59.8 

(2.2) ― 3 当社の製品の原材料を 生産しております。

(連結子会社) 
ＮＣマネジメントサービス
㈱

東京都 
港区 10,000 製品事業 100.0 

(―) ― 2

当社より資金援助を受けて
おります。 
ファクタリング取引契約に
基づく当社債務の代金決済
を行っております。

(連結子会社) 
西日本パイル製造㈱

兵庫県 
高砂市 10,000 製品事業 100.0 

(―) ― 1

当社の製品のOEM生産を行
っております。 
当社との間に生産設備の賃
貸借契約をしております。

(連結子会社) 
九州パイル製造㈱

福岡県 
直方市 10,000 製品事業 100.0 

(―) ― 1 当社の製品のOEM生産を行っております。
(連結子会社) 
ＮＣロジスティックス㈱

茨城県 
筑西市 10,000 製品事業 70.0 

(―) ― 1 当社の製品の運搬を行っております。

(連結子会社) 
佐栄建工㈱（注３）

群馬県 
邑楽郡 
板倉町

490,000 製品事業 100.0 
(―) ― 4

当社と製造委託契約を締結
し、コンクリートセグメン
ト等の土木製品を生産して
おります。

(連結子会社) 
貝原パイル製造㈱

岡山県 
倉敷市 10,000 製品事業 100.0 

(―) ― 1

当社の製品のOEM生産を行
っております。 
当社との間に生産設備の賃
貸借契約をしております。

(連結子会社) 
ＮＣ四国コンクリート 
工業㈱

愛媛県 
西条市 10,000 製品事業 100.0 

(―) ― 2 同上

(持分法適用関連会社) 
北海道コンクリート 
工業㈱

札幌市 
中央区 222,750 製品事業 工事事業

31.1 
(0.7) 0.1 1 当社の技術を使用して製品を生産しております。

(持分法適用関連会社) 
九州高圧コンクリート 
工業㈱

福岡市 
中央区 240,000 製品事業 工事事業

26.3 
(―) 0.0 1 同上

(持分法適用関連会社) 
中国高圧コンクリート 
工業㈱

広島市 
中区 150,000 製品事業 工事事業

17.5 
(―) 0.0 1 同上

(持分法適用関連会社) 
東電物流㈱

東京都 
港区 50,000 製品事業 20.0 

(―) ― ― 当社の東京電力㈱向けポー
ルを運搬しております。

(持分法適用関連会社) 
中央工業㈱

大阪市 
中央区 30,000 工事事業 20.0 

(―) ― ― ―

(持分法適用関連会社) 
THAI NIPPON CONCRETE 
CO.,LTD．

タイ国 
バンコク 
市

千バーツ 
 1,006

製品事業 
工事事業

40.0 
(―) ― ―

当社とタイ国の現地１社と
の合弁会社であります。 
なお、当社より資金援助を
受けております。
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２. 経 営 方 針 
  

1. 経営の基本方針 

  

当社グループは、経営理念を次のとおり定めております。 

 
  

この経営理念にもとづき、当社グループは、品質至上を基本に活力ある企業風土を目指しながら、環

境と共生し得る製品・工法をもって社会資本の整備・充実に貢献し、広く社会の発展に寄与することに

より、持続的に企業価値を高め、その成果を株主各位に還元することを経営の基本方針としておりま

す。 

  

2. 利益配分に関する基本方針 

  

当社の利益配分の基本方針は、期間利益に応じた配当の実施を基本としておりますが、一方、研究開

発、生産設備の更新等、企業基盤の整備も長期的な株主利益に適うと考えております。従いまして、配

当は、連結の期間業績を考慮するとともに、収益動向や今後の事業展開および財務体質の維持・強化な

らびに配当性向等を総合的に勘案して決定することにしております。 

  

3. 目標とする経営指標 

  

当社グループは、平成18年4月に策定した3ヵ年の「2006年中期経営計画」において、最終年度に当た

る2008年度（平成21年3月期）に以下の目標を達成することを目指しております。 

  

＜連結財務目標＞ 

 
  

4. 中期的な経営戦略及び対処すべき課題 

  

「2006年中期計画」は、「安定的な成長」を目指した計画であり、これを実現し、前記の連結財務目

標を達成するため、2006年中期経営方針を「経営基盤の強化」と「収益性の向上」と定めております。

当社グループは、同経営方針を受けた下記の指針に基づき、経営全般にわたる具体的なアクションプラ

ンを逐次実行中です。 

１．使  命：都市空間づくり

２．基本方針：品質至上 

３．行動規範：チャレンジマインドの尊重

2008年度計画
2005年度実績
（参考）

 売上高      39,500百万円     32,945百万円

 経常利益       1,960百万円        746百万円

 売上高経常利益率 5.0％ 2.3％

 配当金 6円／年 3円／年
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1) 当社グループ経営のコアとなる「ポール関連事業」「基礎事業」「土木製品事業」の３分野に 

ついて製品・工法の開発を引き続き推進する一方、生産・販売・施工体制の整備を促進し、売上の拡大

と利益率の改善を図るとともに、不動産賃貸事業を積極的に推進し、経営基盤の一層の強化を図りま

す。 

2)  「ポール関連事業」「基礎事業」「土木製品事業」の3分野について、製品の供給面はもとよ

り、技術面においても積極的に他社とのアライアンスを推進し、製品・工法開発のスピードアップと効

率化を図ります。 

3) 「品質第一の徹底」に努め、ユーザーの信頼に応えてまいります。 

4) 営業体制の再構築により営業力の強化を図るとともに、トヨタ式カイゼンの他工場への水平展

開、グループ会社を含めた５Ｓ活動の推進により経営全般にわたる効率化を促進し、収益力の向上を図

ります。 

5) 内部統制システムの整備等を積極的に推進し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。 

  

5. 親会社等に関する事項 

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 

  

１）営業の状況 

当中間連結会計期間のわが国経済は、設備投資の着実な増加や企業収益の向上に加え、雇用環境の改

善により個人消費も底堅い動きで推移する等、景気は緩やかに上昇を続けました。 

 当社グループの経営環境は、ポール需要が通信線路用ポールを中心に引き続き堅調に推移するととも

に、パイル需要も高支持力杭の増加により、前年同期を上回る水準で推移しました。一方、土木製品需

要については、公共投資の縮小が続き依然厳しい状況にありました。 

 このような経営環境の下、当社は本年4月に策定した「2006年中期経営計画」（以下「2006中経」と

いいます。）に基づき、「ポール関連事業」「基礎事業」「土木製品事業」の3分野において、市場の

ニーズを捉えた製品・工法開発を推進するとともに、生産体制、営業および施工体制強化のための諸施

策を引き続き実施いたしました。 

 これらの結果、売上高は前中間連結会計期間比（以下「前年同期比」といいます。）６．０％増の１

６４億９千２百万円となりました。 

 また、損益面においては、原材料価格の高止まりや物流コストの上昇等による影響は受けたものの、

グループを挙げて経営効率化に取り組み、コスト削減を図った結果、経常利益は前年同期比５８．５％

増の４億９千５百万円となりました。なお、遊休資産９千４百万円を減損処理し特別損失として計上い

たしましたが、中間純利益は前年同期比大幅増の３億７千９百万円(前中間連結会計期間は中間純損失

１億４千４百万円)となりました。 

 このように、当中間連結会計期間の業績は、「2006中経」の計画どおりに進捗しておりますが、連結

業績および今後の経営環境を慎重に検討した結果、中間配当は見送ることにさせていただきました。何

卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

  

事業セグメント別概況は次のとおりであります。 

①．製品事業 

 当中間連結会計期間の製品事業全体の売上高は、前年同期比１１億４千５百万円増(９．８％増)の１

２８億１千３百万円となり、営業利益は、前年同期比３千７百万円増（４．２％増)の９億２千１百万

円となりました。 

  

製品別の売上高の状況は、次のとおりであります。 

［ポール製品］ 

 ポール製品は、配電線路用ポールが前年同期比微減となりましたが、通信線路用ポールの需要が引き

続き堅調に推移したことに加え、携帯電話用アンテナ柱等の一般民需向けポールが増加したことによ

り、売上高は、前年同期比３．８％増の４７億７百万円となりました。 

  

［パイル製品］ 

 パイル製品については、高支持力杭の需要増に対応して、Hyper(ハイパー)－NAKS(ナックス)、Hyper

(ハイパー)－MEGA(メガ)、Ｈ・Ｂ・Ｍの国土交通大臣認定３工法を中心に、設計織り込み営業を強力に

推進した結果、売上高は、前年同期比１３．５％増の６０億５百万円となりました。 
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［土木製品等］ 

 土木製品については、大型プレキャスト製品を中心に継続した受注の獲得に努め、収益構造の強化を

目指しております。当中間連結会計期間は、ＲＣセグメントが増加したことにより、売上高は前年同期

比１３．８％増の２０億９千９百万円となりました。 

  

② 工事事業 

 工事事業については、地盤改良工事（ＮＣコラム工法）およびアース工事が増加しましたが、ＰＣ壁

体等の工事が減少したため、売上高は前年同期比５．５％減の３６億７千８百万円となり、一方営業利

益は、前年同期比４千５百万円増(４９．１％増)の１億３千７百万円となりました。 

  

２）通期の見通し 

通期の見通しといたしましては、下半期の国内経済は、金利や原油価格の動向、米国経済の先行き等

の懸念要因はあるものの、景気は引き続き上昇基調で推移するものと予測されます。 

 平成19年３月期の業績は、前記「２.経営方針」の「4.中長期的な経営戦略及び対処すべき課題」で

ご説明した５項目の具体的なアクションプランを着実に実行することにより、売上高３４２億円、経常

利益１１億６千万円、当期純利益８億６千万円と予想しております。 

 なお、期末配当金につきましては、1株当たり4.0円を予定しております。 

  

2．財政状態 

１ ）当中間連結会計期間末の概況 

当社グループは、営業キャッシュ・フローの大幅改善及び資産リストラの継続により設備投資資金の

回収を計ると共に、連結資金運営の効率化により現預金残高を圧縮し、総合的な財務体質の改善を推進

することを財務方針としております。 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいます。）６億６千

１百万円増の４９３億５千２百万円となりました。そのうち、流動資産は前期末比６億４千万円増の１

９８億７千４百万円、固定資産は前期末比２千１百万円増の２９４億７千７百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は、売上高の増加及び中間期末日が休日であったことにより、受取手形及び

売掛金が前期末比１２億８千５百万円増加し１２３億８千４百万円となった一方、製品在庫・未成工事

支出金残高の減少により、たな卸資産が前期末比３億８千万円減少し４０億１百万円となったことによ

ります。 

固定資産増加の主な要因は、上場株式の時価評価に伴い、投資有価証券が前期末比５億１千１百万円

減少し７８億９千２百万円となった一方、茨城県古河市の新工場建設に伴い、建設仮勘定が前期比６億

１千４百万円増加したことによります。 

当中間連結会計期間末の負債の合計は、前期末比７億５千８百万円増の２７２億４千５百万円となり

ました。そのうち、流動負債は前期末比１０億６千６百万円増の１４１億１千万円、固定負債は前期末

比３億７百万円減の１３１億３千５百万円となりました。 

流動負債増加の主な要因は、固定負債から振替えた、一年内返済予定の社債が前期末比３億円増の４

億５千２百万円となったこと及び支払手形及び買掛金が前期比１億６千７百万円増加したこと等により

ます。固定負債減少の主な原因は、上場株式の時価評価下落に伴い、繰延税金負債が２億９千９百万円

減少したこと及び、一年内返済予定の社債を流動負債に振替えたため、社債が前期末比３億７千６百万

円減少したことによります。 
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少数株主持分を含めた純資産は前期末比９千７百万円減の２２１億６百万円となりました。これは主

に、中間純利益３億７千９百万円を計上した一方、上場株式時価評価に伴うその他有価証券評価差額金

が３億１千万円減少したこと及び配当金の支払１億５千３百万円によります。 

  

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前

中間連結会計年度に比べて１億１千１百万円（４.２％）減少し、当中間連結会計期間末には２５億６

千２百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて２１億８千９百万円増加し、９億７千

７百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前中間純利益３億７千９百万円及び減価償却費５億７千４百万円の計上、たな

卸資産の減少３億８千万円等の資金増加要因が、売上債権の増加１０億８千７百万円等の資金減少要因

を上回ったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて４億７千８百万円増加し、１１億６千 

５百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出が１１億１千５百万円（前中間連結会計期間７億８千万

円）と大幅に増加したことによります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて１７億５千２百万円減少し、７千６百

万円となりました。 

 これは主に前中間連結会計期間には、シンジケート・ローンの実行等により、長期借入れによる収入

が３７億円ありましたが、当中間連結会計期間は、長期借入れによる収入が１３億円あった一方、約定

による長期借入金の返済が９億９千４百万円、配当金の支払が１億５千万円あったことによります。 

  

  

  

２）次期の見通し 

営業活動によって得られるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前期を上回る予定であ

り、工場新設による仕入債務の増加も見込まれますので,前連結会計年度と比べ増加する見込みです。 

 なお、減価償却費は１４億円の見込みです。 

 投資活動に使用されるキャッシュ・フローは、下期に茨城県古河市の新工場及び神奈川県鎌倉市の賃

貸用介護施設が完成予定であり、さらに工場生産設備の更新及び杭打工事機械等の設備投資を合わせ、

年間およそ５０億円弱の設備投資を予定しており、前期より大幅に増加する見込みです。 

 財務活動の結果得られるキャッシュ・フローはシンジケート・ローン等での設備投資資金の調達が、

借入金の約定返済を大きく上回る見込みです。 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、設備投資に使用する資金が増加することにより、

前連結会計年度末より減少する見込みです。 
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３）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 
(注)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー(中間期は記載しておりません。) 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（平成18年3月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであったため記載しておりません。） 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

  

  

  

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期
平成18年9月期
中間期

自己資本比率（％） 41.6 41.2 39.7 44.6 43.8

時価ベースの自己資本比率（％） 10.3 20.7 35.8 35.9 33.0

債務償還年数（年） 16.1 8.2 16.5 ― ―

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 3.7 8.3 4.6 ― 18.4
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3．事業等のリスク 

  

当社グループの経営成績および事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関す

る事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものです。 

① 原材料等の価格 

鋼材や油類等の価格が高止まりしており、ポール・パイル等の製造コスト、施工コストおよび物流コス

トを押し上げております。当社は、得意先等に対して製品価格の適正な値上げを要請するとともに、グ

ループをあげてコストダウンに取り組んでいるものの、これらのコストアップ要因が収益を圧迫するお

それがあります。 

  

② 金融費用 

 当中間連結会計期間末における当社グループの有利子負債残高は、成長のための積極的な設備投資の

実施、ファクタリング資金の増加等により、１２０億９千３百万円となっており、今後、金利が大幅に

上昇した場合には、金融費用の増加が収益を圧迫する可能性があります。 

 当社グループは、収益力の強化により有利子負債の圧縮を図る一方、金利の低減努力を継続する所存

であります。なお、当社グループの借入金の約４割は、固定金利であります。 

  

③ 保証債務 

 当社は、タイ国における合弁企業THAI NIPPON CONCRETE CO.，LTD.の現地金融機関からの借入金等に

対し、持株比率（４０％）に応じた債務保証４億１千６百万円（１億３千２百万バーツ）を行っており

ます。同社は、現在、タイ国破産法に基づく更生手続き中ですが、同手続きの行方次第では、当社は金

融機関から、保証債務の履行を求められる可能性があります。ただし、金融機関は、同社に対して借入

金を補填する充分な抵当権（同社工場の土地・建物）を設定しているので、新たな損失発生の可能性は

低いと判断しております。 

  

④ シンジケートローン契約 

 当社は、金融機関２社とシンジケートローン契約を締結しており、当該契約締結日以降の各決算期お

よび中間期の末日の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額ならびに単体および連結の

損益計算書における損益の金額について、それぞれ一定指数以上の維持の財務制限条項が付されてお

り、これらの条項に抵触した場合、借入金の返済義務を負うことがあり、当社の財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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中間連結財務諸表等 

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 2,690,424 2,562,824 2,674,589

２ 受取手形及び売掛金 ※４ 
※６ 9,088,148 12,384,140 11,098,713

３ たな卸資産 4,468,333 4,001,501 4,381,511

４ 繰延税金資産 138,090 154,963 155,934

５ その他 ※４ 1,108,864 812,216 951,532

６ 貸倒引当金 △25,535 △40,867 △27,934

  流動資産合計 17,468,324 37.5 19,874,780 40.3 19,234,347 39.5

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物及び構築物 ※２ 2,358,476 2,225,068 2,265,416

 (2) 機械装置及び 
   運搬具 ※２ 3,034,588 2,987,491 3,118,770

 (3) 土地 ※２ 
※５ 13,859,855 13,859,293 13,859,228

 (4) その他 1,195,567 1,663,514 993,625

  有形固定資産合計 20,448,487 43.8 20,735,367 42.0 20,237,041 41.6

２ 無形固定資産

 (1) のれん ─ 42,314 ─

 (2) その他 73,466 78,828 74,317

  無形固定資産合計 73,466 0.2 121,143 0.2 74,317 0.1

３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 ※２ 7,875,928 7,892,943 8,404,210

 (2) その他 1,174,217 1,143,166 1,160,384

 (3) 貸倒引当金 △399,641 △415,098 △419,934

  投資その他の 
  資産合計 8,650,503 18.5 8,621,011 17.5 9,144,661 18.8

  固定資産合計 29,172,457 62.5 29,477,521 59.7 29,456,020 60.5

  資産合計 46,640,781 100.0 49,352,302 100.0 48,690,367 100.0
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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 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金 ※６ 5,016,227 6,109,699 5,942,541

２ 短期借入金 ※２ 
※７ 3,589,743 2,480,000 2,480,000

３ 一年内返済予定の 
  長期借入金

※２
※７ 1,973,395 2,055,409 1,901,956

４ 未払法人税等 69,466 71,358 85,727

５ 賞与引当金 252,705 264,924 268,598

６ 支給材等購入による 
  支払手形 762,147 ─ ─

７ 工事損失引当金 10,165 9,050 3,800

８ 役員賞与引当金 ─ 15,000 ─

９ その他 ※２ 
※６ 2,727,462 3,105,270 2,361,459

  流動負債合計 14,401,312 30.9 14,110,712 28.6 13,044,084 26.8

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 752,000 1,250,000 1,626,000

２ 長期借入金 ※２
※７ 5,866,243 5,588,575 5,436,758

３ 繰延税金負債 1,688,255 1,507,411 1,806,435

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 ※５ 3,239,847 3,239,766 3,239,766

５ 退職給付引当金 876,159 739,834 815,587

６ 連結調整勘定 128,040 ─ 123,527

７ 負ののれん ─ 156,450 ─

８ 持分法適用に 
  伴う負債 314,362 341,201 325,691

９ その他 73,466 311,854 68,959

  固定負債合計 12,938,374 27.7 13,135,095 26.6 13,442,726 27.6

  負債合計 27,339,686 58.6 27,245,807 55.2 26,486,811 54.4

(少数株主持分)

少数株主持分 505,230 1.1 ― ― 496,239 1.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,658,569 5.7 ― ― 3,658,569 7.5

Ⅱ 資本剰余金 458,463 1.0 ― ― 1,458,463 3.0

Ⅲ 利益剰余金 9,919,984 21.3 ― ― 10,526,982 21.6

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ 4,574,181 9.8 ― ― 4,574,063 9.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 1,684,319 3.6 ― ― 2,016,359 4.1

Ⅵ 為替換算調整勘定 △478,600 △1.0 ― ― △503,671 △1.0

Ⅶ 自己株式 △21,053 △0.1 ― ― △23,450 △0.0

   資本合計 18,795,864 40.3 ― ― 21,707,316 44.6

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 46,640,781 100.0 ― ― 48,690,367 100.0
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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 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 3,658,569 ―

 ２ 資本剰余金 ― 1,458,463 ―

 ３ 利益剰余金 ― 10,721,148 ―

 ４ 自己株式 ― △23,972 ―

   株主資本合計 ― 15,814,208 32.1 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金 ― 1,705,528 ―

 ２ 土地再評価差額金 ※５ ― 4,574,063 ―

 ３ 為替換算調整勘定 ― △518,133 ―

   評価・換算差額等 
   合計 ― 5,761,458 11.7 ―

Ⅲ 少数株主持分 ― 530,828 1.0 ―

   純資産合計 ― 22,106,494 44.8 ―

   負債純資産合計 ― 49,352,302 100.0 ―
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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 15,560,591 100.0 16,492,209 100.0 32,945,195 100.0

Ⅱ 売上原価 13,639,510 87.7 14,505,683 88.0 28,928,058 87.8

売上総利益 1,921,081 12.3 1,986,526 12.0 4,017,136 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,540,829 9.9 1,536,757 9.3 3,133,412 9.5

営業利益 380,252 2.4 449,768 2.7 883,723 2.7

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 16,809 23,313 39,789

２ 受取配当金 46,793 52,502 50,703

３ 連結調整勘定償却額 12,536 ─ 25,072

４ 負ののれん償却額 ─ 58,175 ─

５ 賃貸料収入 14,219 32,152 33,427

６ 業務受託収入 11,249 13,051 23,205

７ その他 43,240 144,847 1.0 32,312 211,507 1.3 79,543 251,742 0.8

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 72,223 54,986 132,551

２ 持分法による 
  投資損失 18,453 10,430 18,935

３ 減価償却費 20,991 ─ 29,115

４ 退職給付会計基準 
  変更時差異処理額 22,968 22,968 45,936

５ 賃貸用中古資産 
  一括償却費 30,036 ─ 30,036

６ シンジケートローン 
  手数料 ─ 30,250 ─

７ その他 47,621 212,295 1.4 46,857 165,491 1.0 132,252 388,826 1.2

経常利益 312,804 2.0 495,784 3.0 746,638 2.3

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※２ 10,693 1,199 11,959

２ 貸倒引当金戻入益 ― 3,432 ─

３ 訴訟和解金 ─ ─ 224,717

４ 建物賃貸借予約 
  契約解約金 53,718 64,411 0.4 ─ 4,632 0.0 53,718 290,394 0.9

Ⅶ 特別損失

１ 役員退職慰労金 ─ 1,520 ─

２ 固定資産売却損 ※３ 1,873 327 10,743

３ 固定資産除却損 ※４ 48,233 20,943 175,533

４ 関係会社株式売却損 41,380 ─ 41,380

５ 投資有価証券評価損 ─ 1,825 ─

６ 減損損失 ※５ 385,231 476,718 3.0 94,083 118,700 0.7 383,442 611,098 1.9

税金等調整前 
中間(当期)純利益 
（△損失）

△99,502 △0.6 381,717 2.3 425,934 1.3

法人税、住民税 
及び事業税 58,749 63,823 86,707

法人税等調整額 △33,822 24,926 0.2 △110,655 △46,832 △0.3 △142,306 △55,598 △0.2

少数株主利益 20,244 0.1 49,490 0.3 19,327 0.1

中間(当期)純利益 
（△損失）  △144,673 △0.9 379,059 2.3 462,205 1.4
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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 458,463 458,463

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株式の発行 ─ 1,000,000 1,000,000

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 458,463 1,458,463

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 10,148,940 10,148,940

Ⅱ 利益剰余金増加高

１ 当期純利益 ― 462,205

２ 土地再評価差額金取崩額 56,182 56,182 56,301 518,507

Ⅲ 利益剰余金減少高

１ 中間純損失 144,673 ─

２ 配当金 113,034 113,034

３ 役員賞与 27,430 27,430

（うち監査役賞与） (2,536) (2,536)

４ 土地再評価差額金取崩額 ― 285,138 ─ 140,464

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 9,919,984 10,526,982
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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) 
  

 
  

  

 
  

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

平成18年３月31日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 10,526,982 △23,450 15,620,565

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △153,872 △153,872

 役員賞与 △31,021 △31,021

 中間純利益 379,059 379,059

 自己株式の取得 △522 △522

 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) ─ ─ 194,165 △522 193,643

平成18年９月30日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 10,721,148 △23,972 15,814,208

項目

評価・換算差額等

少数株主持分 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

為替換算調 
整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,016,359 4,574,063 △503,671 6,086,750 496,239 22,203,556

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △153,872

 役員賞与 △31,021

 中間純利益 379,059

 自己株式の取得 △522

 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) △310,831 ─ △14,461 △325,292 34,588 △290,704

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円) △310,831 ─ △14,461 △325,292 34,588 △97,061

平成18年９月30日残高(千円) 1,705,528 4,574,063 △518,133 5,761,458 530,828 22,106,494
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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

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 
  (△損失) △   99,502 379,059 425,934

２ 減価償却費 592,914 574,954 1,265,353

３ 減損損失 385,231 94,083 383,442

４ 貸倒引当金の増加額 5,232 8,097 27,923

５ 賞与引当金の増加額(△減少額)  △    784  △   3,674 15,109

６ 工事損失引当金の増加額 
  (△減少額) 1,835 5,250 △   4,530

７ 退職給付引当金の減少額 △   58,910 △   75,752 △   119,483

８ 受取利息及び受取配当金 △   63,602 △   75,815 △     90,493

９ 支払利息 72,223 54,986 132,551

10 持分法による投資損失 18,453 10,430 18,935

11 固定資産売却益 △   10,693 △    1,199  △     11,959

12 固定資産除却損 48,233 20,943 175,533

13 投資有価証券評価損 ― 1,825 ─

14 売上債権の減少額(△増加額) 1,525,495 △ 1,087,383 △    485,069

15 たな卸資産の減少額(△増加額) △   355,284 380,009 △    268,462

16 未収入金の減少額(△増加額) △   270,784 164,352 ─

17 売上債権流動化預け金の 
  減少額(△増加額) △   287,895 31,225 ─

18 仕入債務の増加額(△減少額) △ 2,197,057 167,157 △ 2,841,256

19 未払金の増加額 372,425 178,640 ─

20 支給材等購入による 
  支払手形の減少額 △   910,433 ─ ─

21 役員賞与の支払額 △   28,500 △   32,400 △     28,500

22 その他 118,090 232,544 △    123,109

   小計 △ 1,143,313 1,027,334 △  1,528,081

23 利息及び配当金の受取額 77,305 76,330 104,195

24 利息の支払額 △   74,371 △    53,039 △    134,421

25 法人税等の支払額 △   71,290 △    72,840  △     98,734

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー △ 1,211,669 977,784 △ 1,657,041
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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

１ 有形固定資産の取得による支出 △  780,818 △ 1,115,655 △ 1,548,431

２ 有形固定資産の売却による収入 31,227 3,296 41,164

３ 無形固定資産の取得による支出 △   18,523 △   18,352 △   26,913

４ 投資有価証券の取得による支出 △    807 △     497 △    2,505

５ 投資有価証券の売却による収入 212,717 ─ 212,719

６ 営業譲受による支出 △  155,140 △   29,122 △    310,941

７ 貸付けによる支出 △   6,490 △   37,430  △   28,010

８ 貸付金の回収による収入 8,306 7,075 33,875

９ その他 22,008 25,029 39,679

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー △  687,521 △ 1,165,657 △  1,589,362

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の減少額 △  299,763 ─ △ 1,409,506

２ 長期借入れによる収入 3,700,000 1,300,000 4,700,000

３ 長期借入金の 
  返済による支出 △ 1,430,741 △  994,729 △ 2,931,665

４ 社債の発行による収入 ― ─ 2,972,336

５ 社債の償還による支出 △   26,000 △   76,000 △   52,000

６ 自己株式の取得による支出 △    859 △     516 △   3,242

７ 配当金の支払額 △  112,008 △    150,520 △  113,916

８ 少数株主への配当金の支払額 △   1,711 △    2,125 △   1,711

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー 1,828,915 76,108 3,160,293

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額) △   70,275 △  111,764 △    86,110

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,760,699 2,674,589 2,760,699 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 ※１ 2,690,424 2,562,824 2,674,589 
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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 
  

 
  

項目
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) 連結子会社の数   10社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

㈱ニッコー、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

貝原パイル製造㈱及びＮ

Ｃ四国コンクリート工業㈱

は新規設立により子会社と

なったため、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含

めております。

(1) 連結子会社の数   ９社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱、

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

平成18年8月1日をもっ

て、㈱工基と㈱ニッコー

は、㈱工基を存続会社とし

て合併しました。

(1) 連結子会社の数  10社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

㈱ニッコー、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

貝原パイル製造㈱及びＮ

Ｃ四国コンクリート工業㈱

は新規設立により子会社と

なったため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めて

おります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

ユニオン興産㈱

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う

額)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) 主要な非連結子会社の名称

同左

  連結の範囲から除いた理由

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称

同左

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う

額)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

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

  九州高圧コンクリート工業

  ㈱、中国高圧コンクリート

  工業㈱、北海道コンクリー

  ト工業㈱、THAI NIPPON

  CONCRETE CO.,LTD.

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

同左

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主

要な会社等の名称

   ユニオン興産㈱

   日本海コンクリート工業㈱

  持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、そ

れぞれ中間連結純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主

要な会社等の名称

同左

  持分法を適用しない理由

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主

要な会社等の名称

同左

  持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、そ

れぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分

法の適用から除外しており

ます。
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項目
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) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項

 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異なる

会社については、当該会

社の中間会計期間に係る

中間財務諸表を使用して

おります。

(3) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項

同左

(3) 持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると

認められる事項

 持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会社

については、当該会社の

事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)に関する事項

 連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。

同左  連結子会社の決算日は、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

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

 ①有価証券

  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)

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

 ①有価証券

  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)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 ①有価証券

  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

 ②デリバティブ

同左

 ②デリバティブ

同左

 ③たな卸資産

  製品、原材料、仕掛品及び貯

蔵品

主として移動平均法によ

る原価法

  未成工事支出金

   個別法による原価法

 ③たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

同左

  未成工事支出金

同左

 ③たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

同左

  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

   未成受託研究支出金 

     同左

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 ①有形固定資産

   主として定率法

   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)については定額法を

採用しております。

   なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

   建物及び 
   構築物 15年～50年

   機械装置 
   及び運搬具 ５年～12年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 ①有形固定資産

同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 ①有形固定資産

同左
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項目
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)

 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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 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。

 ②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 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

 ③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、当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。

  （会計方針の変更）

   当中間連結会計期間から

「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

び税金等調整前中間純利益は

15,000千円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。

 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

連結会計年度負担額を計上し

ております。

――――――
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項目
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)

 ④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、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

   なお、会計基準変更時差異

は、信 託 設 定 後 の 残 額

459,360千円について、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、各連

結会計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

それぞれ発生の翌連結会計年

度から損益処理しておりま

す。

 ④退職給付引当金

同左

 ④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、当連

結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

なお、会計基準変更時差

異は、信託設定後の残額 

459,360千円について、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

連結会計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

それぞれ発生の翌連結会計年

度から損益処理しておりま

す。

 ⑤工事損失引当金

   受注工事に係る損失に備え

るため、当中間連結会計期間

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

 ⑤工事損失引当金

   受注工事に係る損失に備え

るため、当連結会計年度末未

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) 重要な外貨建の資産又は負債

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。

なお、在外子会社等の資

産、負債、収益及び費用は、

中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算しておりま

す。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   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。

なお、在外子会社等の資

産、負債、収益及び費用は、

決算日の直物為替相場により

円貨に換算しております。

(5) 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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 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。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左
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項目
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)

   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

  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

 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。

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

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

   提出会社は、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) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

 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。

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

①消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

 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

ものとみなして算出しており

ます。

 

―――――― ――――――

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、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。

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、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。
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会計処理の変更 
  

 
  

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。 
 これにより税金等調整前中間純利
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、改正後の中間連結財務諸表規則
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） 
 当連結会計年度から「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。 
 これにより税金等調整前当期純利
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、改正後の連結財務諸表規則に基
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） 
 当中間連結会計期間から、「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21,575,666千円であります。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当中間連結会計期間末に
おける中間連結貸借対照表の純資産
の部については、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。

 
――――――――

 
――――――――

（企業結合に係る会計基準等） 
 当中間連結会計期間から「企業結
合に係る会計基準」（企業会計審議
会 平成15年10月31日）及び「事業
分離等に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成17年12月27日 
企業会計基準第７号）並びに「企業
結合会計基準及び事業分離会計基準
に関する適用指針」（企業会計基準
委員会 平成17年12月27日 企業会
計基準適用指針10号）を適用してお
ります。

 
――――――――
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表示方法の変更 
  

 

項目
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)

中間連結貸借対照表関係

────────

前中間連結会計期間まで「連結調整
勘定」として表示していたものは、当
中間連結会計期間から、「負ののれ
ん」と表示しております。 
 前中間連結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」（当中間連結会計期間329,873千
円）は、負債及び純資産の合計の
1/100以下となったため、当中間連結
会計期間より「支払手形及び買掛金」
に含めて表示しております。 

中間連結損益計算書関係

────────

前中間連結会計期間まで「連結調整
勘定償却額」として表示していたもの
は、当中間連結会計期間から、「負の
のれん償却額」と表示しております。 
前中間連結会計期間まで区分掲記して
いた「減価償却費」（当中間連結会計
期間9,139千円）は、営業外費用の総
額の10/100以下であるため、当中間連
結会計期間においては営業外費用の
「その他」に含めて表示しておりま
す。 
 前中間連結会計期間まで営業外費用
の「その他」に含めて表示しておりま
した「シンジケートローン手数料」
（前中間連結会計期間295千円）につ
いては、営業外費用の総額の10/100を
超えたため、当中間連結会計期間より
区分掲記しております。

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において営業活
動によるキャッシュ・フローの「その
他」に含めて表示しておりました「未
収入金の増加額」、「売上債権流動化
預け金の減少額（△増加額）」、「未
払金の増加額」、「支給材等購入によ
る支払手形の増加額（△減少額）」
は、金額的重要性が増したため、当中
間連結会計期間から区分掲記しており
ます。 
 なお、前中間連結会計期間の「未収
入金の増加額」は△46,588千円、「売
上債権流動化預け金の減少額（△増加
額）」は3,198千円、「未払金の増加
額」は171,527千円、「支給材等購入
による支払手形の増加額（△減少
額）」は64,331千円であります。

────────
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項目
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)

────────

前中間連結会計期間まで「支給材等
購入による支払手形の増加額（△減少
額）」として表示ししていたものは、
中間連結貸借対照表において「支給材
等購入による支払手形」を「支払手形
及び買掛金」に含めて表示することと
なったため、当中間連結会計期間より
「仕入債務の増加額（△減少額）」に
含めて表示しております。なお、当中
間連結会計期間の「支給材等購入によ
る支払手形の増加額（△減少額）」は
50,290千円であります。
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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)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却
   累計額

33,209,271千円

※１ 有形固定資産の減価償却
   累計額

33,727,780千円

※１ 有形固定資産の減価償却
   累計額

33,333,943千円

 

※２ 担保提供資産
 質権
投資有価証券 2,948,299千円

 

※２ 担保提供資産
 質権
投資有価証券 2,967,606千円

 

※２ 担保提供資産
 質権
投資有価証券 3,352,744千円

 

 根抵当権
建物及び構築物 26,648千円
土地 2,413,642
計 2,440,290

 

 根抵当権
建物 24,218千円
土地 2,100,653
計 2,124,871

 

 根抵当権
建物 25,040千円
土地 2,100,653
計 2,125,693

 

 抵当権
建物及び構築物 132,005千円
土地 1,510,335
計 1,642,341

 

 抵当権
建物 121,159千円
土地 1,510,335
計 1,631,494

 

 抵当権
建物 126,407千円
土地 1,510,335
計 1,636,742

 譲渡担保
  機械装置     354,574千円

 譲渡担保
    機械装置      303,572千円

 譲渡担保
  機械装置       324,292千円

 担保提供資産合計
7,385,506千円

 担保提供資産合計
7,027,545千円

 担保提供資産合計
7,439,472千円

 

 対応債務
短期借入金 1,209,743千円
一年内返済予定の長期借入金

1,197,156
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)

752,000
長期借入金 2,813,865
計 6,024,764

 

 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

1,096,797
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)

452,000
社債 
(銀行保証付無担保社債)

1,250,000
長期借入金 2,213,142
計 5,111,939

 

 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

 

 

 財団抵当
建物及び構築物 20,047千円
機械装置 
及び運搬具 59,374

土地 583,317
計 662,738

 対応債務
一年内返済予定の長期借入金

21,100千円
長期借入金 90,850
計 111,950

 

 

 財団抵当
建物及び構築物 19,353千円
機械装置 
及び運搬具 60,088

土地 583,317
計 662,758

 対応債務
一年内返済予定の長期借入金

20,280千円
長期借入金 60,430
計 80,710

 

 

 財団抵当
建物及び構築物 19,548千円
機械装置 
及び運搬具 60,088

土地 583,317
計 662,954

 対応債務
一年内返済予定の長期借入金

20,280千円
長期借入金 90,850
計 111,130
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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)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 

 ３ 保証債務
 金融機関等借入金に対する保証債
務
提出会社従業員 
持家ローン制度 
利用者

21,766千円

THAI NIPPON 
CONCRETE 
CO.,LTD.

341,396

鈴鹿リビング 
サービス㈱ 3,000

計 366,162
 

 ３ 保証債務
 金融機関等借入金に対する保証債
務
提出会社従業員 
持家ローン制度 
利用者

16,504千円

THAI NIPPON 
CONCRETE 
CO.,LTD.

416,270

鈴鹿リビング 
サービス㈱ 3,000

計 435,775  

 ３ 保証債務
 金融機関等借入金に対する保証債
務
提出会社従業員 
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

※４ 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。

※４ 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。

※４ 債権流動化による受取手形の
譲渡高(714,196千円)のうち遡
求義務として128,626千円支払
が留保されております。

※５ 提出会社は、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

 
――――――――

 

※５ 提出会社は、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

 
  

※６ 中間連結会計期間末日満期手
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、当中間連結会計期
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。

受取手形及び売掛金 306,798千円

支払手形及び買掛金 279,775    

流動負債その他 
(設備建設による 
支払手形)

3,100    

※５ 提出会社は、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

△1,832,863千円
 
 

――――――――
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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)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※７ シンジケートローン 
 提出会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
間連結会計期間末の借入未実行
残高は次のとおりであります。

※７ シンジケートローン 
 提出会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
契約に基づく当中間連結会計期
間末の借入未実行残高は次のと
おりであります。

※７ シンジケートローン 
 提出会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
契約に基づく当連結会計年度末
の借入未実行残高は次のとおり
であります。

 

当座貸越限度額、
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    

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。 
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。

 

当座貸越限度額、
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  

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（㈱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。

 

当座貸越限度額、
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     

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（㈱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。
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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)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

────────

   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。  
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。

────────
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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 484,706千円

賞与引当金 
繰入額 88,804

退職給付費用 38,370
賃借料 166,507

 

※１ 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 479,918千円

賞与引当金 
繰入額 92,580

役員賞与引当金
繰入額 15,000

退職給付費用 20,984
賃借料 174,216
貸倒引当金繰入
額 30,808

 

※１ 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 1,067,079千円

賞与引当金 
繰入額 94,361

退職給付費用 80,622
賃借料 333,796
貸倒引当金繰
入額 45,515

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 613千円

機械装置及び 
運搬具 8,039

土地 1,151

その他 888
計 10,693

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次
のとおりであります。
機械装置及び 
運搬具 1,144千円

その他 55
計 1,199

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 613千円

機械装置及び 
運搬具 9,305

その他 2,039
計 11,959

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 467千円

機械装置及び 
運搬具 1,000

土地 406

計 1,873

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 244千円

機械装置及び 
運搬具 82

計 327

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 1,892千円

機械装置及び 
運搬具 8,137

土地 697
その他 15
計 10,743

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 17,756千円

機械装置及び 
運搬具 21,822

撤去費用 1,141
その他 7,513
計 48,233

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 3,770千円

機械装置及び 
運搬具 2,041

撤去費用 9,870
その他 5,260
計 20,943

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次
のとおりであります。
建物及び 
構築物 71,686千円

機械装置及び 
運搬具 44,487

撤去費用 44,906
その他 14,453
計 175,533
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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
上しております。

※５ 減損損失 
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
上しております。

※５ 減損損失 
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 建物及び構 
築物 22,906

機械装置及 
び運搬具 94,147

有形固定資 
産その他 17,577

土地 152,645

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 建物及び構 
築物 40,384

機械装置及 
び装置 52,793 

有形固定資 
産その他 905

 

 

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 建物及び構 
築物 22,779 

機械装置及 
び運搬具 92,485 

有形固定資 
産その他 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 
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)   
 当社グループは、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。 
 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。

(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、建物及び構築物
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。

(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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(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 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 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 
 北海道コンクリート持分比率変動による増加   12株 

  

３  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。 
  
４ 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 51,377 ─ ─ 51,377

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 102,357 1,628 ─ 103,985

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

１株当たり配当額 
(円) 基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会 普通株式 153,872 3.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日
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(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)

 

※１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 
預金勘定 2,690,424千円

現金及び 
現金同等物 2,690,424

 

※１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 
預金勘定 2,562,824千円

現金及び 
現金同等物 2,562,824

 

※１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

現金及び 
預金勘定 2,674,589千円

現金及び 
現金同等物 2,674,589
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セグメント情報 

１ 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) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 
製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 
工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 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（595,768千円）の主なものは、提出
会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  
  

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) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 
製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 
工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 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（608,992千円）の主なものは、提出
会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引
当金の計上基準 ③役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当中間連結会計期間から「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「消去又は
全社」が15,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

製品事業 
(千円)

工事事業 
(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 11,667,502 3,893,089 15,560,591 ― 15,560,591

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 142 35,154 35,297 (35,297) ―

計 11,667,645 3,928,243 15,595,889 (35,297) 15,560,591

営業費用 10,783,665 3,836,202 14,619,868 560,471 15,180,339

営業利益 883,979 92,041 976,020 (595,768) 380,252

製品事業 
(千円)

工事事業 
(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 12,813,265 3,678,943 16,492,209 ― 16,492,209

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 254 22,931 23,186 (23,186) ―

計 12,813,520 3,701,874 16,515,395 (23,186) 16,492,209

営業費用 11,891,979 3,564,655 15,456,634 585,805 16,042,440

営業利益 921,541 137,219 1,058,760 (608,992) 449,768
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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) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 
製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 
工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 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（1,142,711千円）の主なものは、提
出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

製品事業 
(千円)

工事事業 
(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 24,717,578 8,227,616 32,945,195 ─ 32,945,195

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 1,582 62,665 64,248 (64,248) ─

計 24,719,161 8,290,282 33,009,443 (64,248) 32,945,195

営業費用 22,832,020 8,150,988 30,983,008 1,078,463 32,061,471

営業利益 1,887,140 139,293 2,026,434 (1,142,711) 883,723
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２ 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。 

  

３ 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、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 

  

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。 
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有価証券関係 

  

(前中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

  

(当中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

区分 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

その他有価証券 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 846,678 3,630,190 2,783,512

合計 846,678 3,630,190 2,783,512

区分 前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額 
(千円)

非上場株式 454,922

合計 454,922

区分 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

その他有価証券 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 848,258 3,669,325 2,821,066

合計 848,258 3,669,325 2,821,066

区分 当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額 
(千円)

非上場株式 468,622

合計 468,622
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(前連結会計年度末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

デリバティブ取引関係 

ＥＤＩＮＥＴ による開示を行うため記載を省略しております。 

  

  

区分 前連結会計年度末(平成18年３月31日)

その他有価証券 取得原価 
(千円)

連結貸借 
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 847,761 4,149,628 3,301,867

合計 847,761 4,149,628 3,301,867

区分 前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

その他有価証券 連結貸借対照表計上額 
(千円)

非上場株式 465,479

合計 465,479
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１株当たり情報 

   
（注）算定上の基礎  

１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

項目
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 415.88円 420.80円 422.75円

１株当たり中間 
(当期)純利益(△損失) △3.20円 7.39円 9.30円

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

１株当たり中間純損失で
あり潜在株式がないため
記載しておりません。

潜在株式がないため記載
しておりません。

潜在株式がないため記載
しておりません。

項目
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)

中間(当期)純利益 (△損失)
(千円) △144,673 379,059 462,205

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

― ― 31,021

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 (△損失)
(千円)

△144,673 379,059 431,184

普通株式の期中平均 
株式数(千株) 45,197 51,273 46,368
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重要な後発事象 

 
  

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)

（新株予約権付社債の発行） ───────── ─────────
提出会社(以下当社という)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．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)

（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。

- 43 - （連）



 

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)

（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)

（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)

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)

（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）
提出会社は、平成１７年１１月２

８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月に提出会社の川島

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、提出会社が
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、提出会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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 生産、受注及び販売の状況 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は，製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループにおいては、大部分が計画生産であり、受注生産は僅少であります。 

 また、工事受注の大部分は、販売会社を通じて、製品の販売に付随して行われるため、受注残高は僅

少であります。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

 
(注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

製品事業 9,241,871 102.2

工事事業 3,514,560 96.2

合計 12,756,431 100.5

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

製品事業 12,813,265 109.8

工事事業 3,678,943 94.5

合計 16,492,209 106.0

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

 販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円）  割合（％）

西日本日コン㈱ 2,782,120 17.9 4,123,610 25.0

東日本日コン㈱ 3,519,388 22.6 3,598,187 21.8

東京電力㈱ 2,364,525 15.2 2,284,785 13.9

全国情報通信資材㈱ 1,714,627 11.0 1,901,963 11.5
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(4) 製品別販売高の内訳 

  

 
(注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 販売高(千円)

 ポール製品 4,533,371 4,707,487

 パイル製品 5,289,713 6,005,926

 土木製品等 1,844,559 2,100,106

小計 11,667,645 12,813,520

 完成工事高 3,928,243 3,701,874

 内部売上消去 △ 35,297 △ 23,186

合計 15,560,591 16,492,209
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