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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 28,801 6.8 1,203 33.4 829 67.1

17年 9月中間期 26,963 5.2 902 70.4 496 356.0

18年 3月期 58,333 2,460 1,654

    潜在株式調整後１株当

    たり中間(当期）純利益

百万円 ％

18年 9月中間期 319 - 4 12 -

17年 9月中間期 △ 200 - △ 2 59 -

18年 3月期 755 9 72 -

(注)①持分法投資損益    18年 9月中間期 　△26百万円   17年 9月中間期　　△18百万円   18年 3月期 △6百万円

　 　②期中平均株式数（連結）　　18年9月中間期77,709,133株　　17年9月中間期77,716,790株　　18年3月期77,714,778株

     ③会計処理の方法の変更　　 有

     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

百万円 百万円 ％

18年 9月中間期 61,126 10,130 16.5 130 14

17年 9月中間期 59,685 8,869 14.9 114 13

18年 3月期 60,317 9,905 16.4 127 46

(注)期末発行済株式数(連結)    18年 9月中間期77,705,415株   17年 9月中間期 77,713,704株   18年 3月期77,711,142株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 2,513 △ 294 △ 1,079 3,984

17年 9月中間期 1,190 1,299 △ 966 6,981

18年 3月期 2,520 △ 5,340 206 2,845

(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  12社   持分法適用非連結子会社数  2社   持分法適用関連会社数  1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. 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 ）
　

百万円 百万円 百万円

通　　期 58,000 1,700 1,000
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）            12 円  87 銭

※上記の予想は、本資料の発表日現在において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。

              円　  　銭

現金及び現金同等物

(注）百万円未満は切捨てて表示しております。

平成 18年 11月20日

１株当たり純資産純資産総資産 自己資本比率

                             円  　 銭          円　　銭

売上高 営業利益 経常利益

１株当たり中間
中間(当期）純利益

 (当期）純利益

期末残高
財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

当期純利益

キャッシュ・フロー
営業活動による

売上高 経常利益
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１．企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、子会社１6社及び関連会社４社、ならびにその他の関係会社１社で構成され、

建設・建材事業、工業製品・エンジニアリング事業、自動車関連事業における製品製造、販売ならびに工事

の設計、施工を主な内容とし、更に保険代理業等その他の事業活動を展開しております。

当社グループの事業に係わる位置づ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。

建設・建材事業

　不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

      当社が製造、販売するほか、子会社 ㈱エーアンドエー茨城、㈱エーアンドエー愛知、㈱エーアンド

      エー大阪、㈱エーアンドエー名古屋、　関連会社 四国浅野スレート㈱、㈱トーケンが製造し、当社が

　  　仕入販売をしております。また、セメント等原材料の一部はその他の関係会社太平洋セメント㈱より

　　　仕入れております。

　押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

      子会社 浅野防火建材㈱が製造し、当社が仕入販売をしております。

　耐火二層管の製造、販売

      子会社 関東浅野パイプ㈱が製造し、当社が仕入販売をしております。

　鉄骨耐火被覆材料の製造、販売および工事の設計、施工

      当社が設計、施工をしておりますが、工事用材料のうち一部を子会社㈱コウメンが製造し、当社が仕入

      れております。

工業製品・エンジニアリング事業

　不燃紡織品、工業用摩擦材、シール材、保温保冷断熱材、船舶用資材、防音材、

　伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売

      子会社 ㈱アスクテクニカ及び朝日珪酸工業㈱が製造し、当社が仕入販売をしております。

　保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

      当社及び子会社 アスク・サンシンエンジニアリング㈱が設計、施工をしております。

自動車関連事業

　自動車用を主とした摩擦材、シール材の製造、販売

      子会社 ㈱アスクテクニカが製造、販売するほか、子会社 ㈱甲斐エンジニアリング に製造の一部を下請

       させております。

その他の事業

　子会社 ㈱アスクエージェンシーが保険代理業等を営んでおります。
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 事業の系統図は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　得意先

工
　　　　　　　　　製 事
　　　　　　　　　品 請

負

工
事
請
負

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社 アスクシンガポール

　　　　　　　建設・建材　　　　　　　　　　　工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　 　　　自動車関連　 　　その他 アスク沖縄㈱

製
品

　　　　　　　原 　　　　工 　
　　　　　　　材 　　　　製 　　　　事
　　　　　　　料 　　　　品 　　　　施 　
　　　　　　　副 　　　　工
　　　　　　　資
　　　　　　　材

子会社 子会社 子会社 子会社 子会社

浅野防火建材㈱ ㈱コウメン ㈱アスクテクニカ アスク・サンシン ㈱アスクテクニカ
エンジニアリング㈱

㈱ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ茨城 その他の
関係会社 ㈱甲斐エンジニ ㈱甲斐エンジニ

㈱ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ愛知 アリング アリング
太平洋セメント

㈱ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ大阪 ㈱ 朝日珪酸工業 関連会社
㈱

㈱ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ名古屋 明鴻アスク
関連会社

関東浅野パイプ㈱
浙江阿斯克新型保
温材料有限公司

非連結子会社

サトナスウタマ

関連会社

四国浅野スレー
ト㈱

㈱トーケン

㈱アスクエー
ジェンシー

アスクエンジニアリン
グマレーシア

非連結子会社

その他事業

子会社
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２．経営方針 

 

（１） 経営の基本方針 

当社グループは「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、その

他のエネルギーをコントロールする技術」をもとに、安全で安心でき、快適な場を

創造する事業を通じて、生活環境と社会基盤の充実ならびに産業の発展に貢献する

企業グループになることを目指しております。 

     その実現のために、下記の方針により企業活動を展開してまいります。 

     ① お客様や市場の声を敏感に受け止め、商品と技術のレベルを高めるとともに、新 

商品・新事業の研究・開発、探索・導入、そして市場投入を絶え間なく継続し、 

お客様に信頼感を持っていただける商品や技術を提供し続けます。 

   ② 研究・開発の促進、技術力の向上、ならびに管理手法の改善に全力を挙げて取り 

組むとともに、各事業が、その商品力と営業力の強化ならびにコスト削減により

収益性を一層高めて、グループの活性維持と持続的発展に努めます。 

   ③ 的確な企業統治と内部統制のシステムを確立することにより、経営の質的レベル 

アップを図り、社外の様々な関係者からみての安心感・安定感を高めます。 

    ④ 環境と社会への責任を強く意識し、全ての企業活動において環境保全と改善に配 

慮するとともに、法と社会秩序を遵守しつつ、企業市民としてより良い社会の実 

現を目指し、社会への貢献に努めます。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

利益配分に関しましては、健全な企業活動により利益の確保・拡大を目指し、そ 

の一部を配当として株主の皆様に還元するとともに、他の一部を企業の発展や拡大

に不可欠な再投資のための内部留保に振り向けることが基本であり、また配当は継

続的、安定的に行うべきものであると考えております。 

このような考え方のもとに、配当は業績の内容と安定性、ならびに内部留保を考 

慮した配当性向等を考えながら立案する方針であります。 

     当社は誠に遺憾ながら無配を継続しており、今期の中間配当につきましても見送

らせていただきますが、今期末には復配を予定しております。 

 

（３）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

当社グループは昨年度より新たな３ヶ年の中期経営計画をスタートしており、 

グループの強みである「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、

その他のエネルギーをコントロールする技術」に一層磨きをかけ、「建設・建材事業

群」と「工業製品・エンジニアリング事業群」を2本柱として事業を発展させてま

いります。 

また、全ての工場における効率的かつ機動的な生産体制の確立と一層の原価低減

に努めるとともに、新商品や高付加価値商品の拡販および受注価格の適正化等の収
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益の向上に結び付く取り組みを行ってまいります。 

さらに、今後の事業の持続的成長に欠かせない新たな事業や新商品の開発に向け

て技術開発力の強化を積極的に推進するとともに、そのための重点的な投資を行う

所存であります。 

    これらに加え、経営の透明性、効率性を確保し、社会から信頼される企業グルー

プを実現するため、コーポレートガバナンスの強化を経営上の最重要課題の一つと

位置付け、内部統制のための社内体制を強化し、当社グループの事業に関わるリス

クや情報の管理およびコンプライアンスの徹底に努めるなど、引き続き企業内部の

体制強化に取り組む所存であります。 

このように中期経営計画に掲げた諸施策を確実に実施することにより、企業価値

の向上に努めるとともに、従来からの課題でありました資本の増強と継続的な配当

に向けて全力を傾注してまいります。 

    石綿健康障害問題につきましては、当社グループが長年に亘り石綿を有効利用す

る事業を行い、その時々における法律を遵守してきたとはいえ、結果として石綿に

起因して健康障害が発生していることについては、道義的責任を重く受け止めてお

り、今後とも誠意をもって臨んでまいります。 

    なお、この問題に関する各種のお問合せやご相談には社内に窓口を設けて対応し

ております。 

今後も石綿健康障害問題につきましては、適時・適切に情報開示を行うとともに、

補償問題につきましても行政の方針との整合を図りながら、十分な対応をして行く

所存であります。 

 

３． 経営成績および財政状態 

  

（１） 当中間期の業績の概況 

    当上半期におけるわが国経済は、原油や素材価格の高騰による影響が懸念されま 

したが、引き続く企業収益の拡大や設備投資の増加、雇用や所得状況の改善を背景 

とする個人消費の増加等により、景況は上昇基調を維持してまいりました。 

       当社グループの事業領域に関連する業界の動向といたしましては、建設業界に関

しては非住宅建築着工面積や住宅着工戸数は引き続き堅調であり、また電力・ガス

等のプラント関連事業分野においても需要は増加傾向にありましたが、受注競争は

さらに厳しい状況で推移してまいりました。 

       このような事業環境の中で、当社グループは昨年度に策定いたしました中期経営

計画に基づき、経営基盤の安定と強化に向けて諸施策の実施に取り組んでおります。 

       当上半期におきましては、生産面では省力化のための設備投資を行うとともに、

原価の一層の低減に注力いたしましたが、原材料のコストアップの影響を吸収しき

れませんでした。 

       営業面におきましては、地域別・製品別に最適な販売体制を再構築し、営業効率
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の向上と営業の強化を図るとともに、新商品の拡販を重点施策として実施いたしま

した。また、管理の徹底によるコストの低減と利益率の改善に取り組んでまいりま

した。 

事業環境の変化に対応するための事業部の再編と内部統制の強化に向けての組織

変更を 4月に実施いたしました。また、今後の事業展開に不可欠である新商品の開

発のため、研究・開発体制を強化する組織といたしました。 

       当上半期の連結業績といたしましては、工業製品・エンジニアリング事業の材料

販売および工事等の増加により、売上高は288億 1百万円（完成工事高132億 2千

8百万円を含む）と、前年同期に比し6.8%の増加となりました。 

       損益面におきましては、工業製品・エンジニアリング事業の材料販売および工事

ならびに鉄骨耐火被覆工事の売上増加等に伴う利益の増加があり、経常利益は8億

2千 9百万円と、前年同期に比し67.1%と大幅に増加いたしました。 

       特別損益といたしまして、特別損失として、社宅の閉鎖に伴う減損1億 7千 4百

万円および社宅建物取り壊し費用等1億 1千 4百万円ならびに石綿健康障害補償金

1億 3千 4百万円等を計上したことにより、中間純利益は 3億 1千 9百万円を計上

することとなりました。 

       石綿問題につきましては、退職された元従業員には健康動向の確認を実施し、健

康診断を希望された方には会社費用で検診を実施しておりますが、石綿による健康

障害により死亡あるいは治療中の方で労災認定され、当社事業との因果関係が特定

される場合に、社内規定に基づき補償金の支払を行っております。 

    また、当社工場および過去に閉鎖した工場の周辺住民の皆様のうち、健康診断を

希望された方には会社費用で検診を実施しておりますが、これまでのところ、健康

障害の発症者は発見されておりません。 

    なお、検診に要した費用につきましては、支払い時に経費として計上しておりま

す。 

一方、本年 3月に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が法制化されまし

たが、給付財源への「特別事業主」としての拠出企業には該当いたしませんでした。 

 

事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 

 

       建設・建材事業 

       材料販売につきましては、主力商品であります けい酸カルシウム板の販売数量は

前年同期に比し若干増加いたしましたが、波形スレートの販売数量は前年同期を下

回りました。耐火二層管は主要な需要地である東京地区における減少があり、前年

同期を下回りました。 

       材料販売全体の売上高は 94 億 2 千 4 百万円と、前年同期に比し 3.4%の減少とな

りました。 

       工事につきましては、建材工事は減少いたしましたが、鉄骨耐火被覆工事が増加
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し、建設関連工事全体の売上高は、前年同期に比し12.4%増加の58億 8千 6百万円

となりました。 

       この結果、建設・建材事業全体の売上高は、前年同期に比し2.1%増加し、153 億

1千万円となりました。 

       昨年 9月に住宅市場へ上市いたしました耐震性能かべ倍率3.5倍を実現した耐力

面材ドリームボード「かべ震火」およびキッチン、サニタリー用化粧ボード ハイブ

リッドセラ「リセオ」は市場で高く評価されており、次期の主力商品として強固な

販売体制のもとに拡販に努める所存であります。 

       また、建材工事におきましては、化粧板等の高付加価値商品を使用した工事受注

の拡大に努め、鉄骨耐火被覆工事につきましては、地区の状況に適応した受注体制

の確立により、売上高および利益の確保に努めてまいります。 

 

       工業製品・エンジニアリング事業 

       材料販売につきましては、造船や鉄鋼業界等の需要の堅調と拡販努力の結果、造

船業界向けでは、内装材「マリライトＳＲパネル」および防熱材が、また電力・プ

ラント分野では、非金属製伸縮継手「ＡＰコネクター」の売上高が、前年同期に比

し大きく増加いたしました。 

       また、鉄鋼業界向けでは、高い操業度を反映し、ステンレス製造ラインの搬送用

ローラー「ディスクロール」の売上高が前年同期に比し増加いたしました。 

       この結果、材料販売の売上高は40億 6千 4百万円と、前年同期に比し15.7%の増

加となりました。 

       工事につきましては、電力・ガス等のプラント関連事業分野の受注回復や環境関

連工事の受注が引き続き好調なことから、完成工事高は73億 4千 2百万円と、前年

同期に比し12.2%増加いたしました。 

       材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は、

前年同期に比し13.4%増加の114億 7百万円となりました。 

       今後、材料販売につきましては、さらなる拡販と新規分野の市場開拓および新商

品の開発・上市に注力する所存であります。 

       また、工事につきましては、引き続き電力・ガス関連を中心とした建設・補修工

事の受注拡大と利益率の向上に努めるとともに、環境関連工事の受注に一層注力し

てまいります。 

 

       自動車関連事業 

       ブレーキ材につきましては、主力商品であります二輪車用ブレーキライニングは

二輪車生産のグローバル化による国内市場の空洞化が進み、国内の二輪車向けの数

量減退に歯止めはかからなかったものの、海外向けの出荷は増加いたしました。ま

た、産業機械用ブレーキの拡販により、ブレーキ材全体の売上高は前年同期を上回

りました。 
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       また、シール材、クラッチフェーシングは、廃ガス規制に伴う中小型トラックの

新車買い替えの特需が一巡し、売上高は前年同期比横ばいとなりました。 

       この結果、自動車関連事業の売上高は前年同期に比し 7.9%増加の 20 億 5 千 6 百

万円となりました。 

       今後は、二輪車用ブレーキライニングの海外生産をさらに拡大するとともに、他

の産業分野への新規商品の売上拡大を積極的に行ってまいります。 

 

       その他の事業 

       子会社の保険料収入等でありますが、売上高は2千 6百万円となりました。 

 

（２） 通期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、堅調な設備投資や個人消費を背景に引き続き景 

気は回復基調を維持するものと思われます。しかし、米国経済の減速や原油価格の動

向など先行き懸念される要因も見込まれます。 

 当社グループといたしましては、中期経営計画に沿って対処すべき課題に対して着

実に取組み、業績のさらなる改善と経営基盤の強化を図って行く所存であります。 

 通期連結業績の見通しにつきましては、連結売上高580億円、連結経常利益17億 

円、連結当期純利益10億円を見込んでおります。 

       当社単独の通期業績の見通しにつきましては、売上高425億円、経常利益13億円、 

当期純利益8億円を見込んでおります。 

   今期末には復配を予定しており、期末配当は１株当り2円 50銭とする予定であり 

ます。 

 

（３） 財政状態 

当中間連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、営業活 

動において25億 1千 3百万円の資金の増加がありました。一方、投資活動において2億

9千 4百万円の支出があり、また、財務活動において 10 億 7 千 9百万円を主として借入

金の返済に充当いたしましたが、資金は前期に比して11億 3千 9百万円増加し、39億 8

千 4百万円になりました。 

 

      ［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動により得られた資金は25億 1千 3百万円となりました。これは活発な工事受 

注に伴うたな卸資産の増加により資金が12億 3千 5百万円減少したものの、一方で売上

債権の回収による資金増加 14 億 5 百万円、その他流動負債増加による資金増加 11 億 2

千 5 百万円に加え、税金等調整前中間純利益 3 億 5 千 8 百万円、減価償却費 4 億 5 千 5

百万円、退職給付引当金の増加2億 2千 9百万円などの資金増加要因によるものでありま

す。 
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    ［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動により支出した資金は2億 9千 4百万円になりました。滋賀工場における化 

粧板製造設備5千 9百万円、㈱エーアンドエー茨城における省力化投資6千3百万円、お

よび維持投資などの設備投資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］ 

財務活動におきましては10億 7千 9百万円の資金減少になりました。これは、主とし

て長期借入金の返済24億 4百万円による資金減少に対し、長期借入による収入2億 9千

万円、および、短期借入金の純増10億 3千 6百万円の資金増加によるものであります。 

 

  当社グループのキャッシュ・フロー指標 

 

項    目 

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 

自己資本比率        (％) 15.2 15.4 16.4 16.5

時価ベースの自己資本比率  (％) 13.7 21.7 30.8 22.9

債務償還年数        (年) 5.7 8.7 10.2   － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ        (倍) 5.4 3.5 3.7 7.1

【注】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。 

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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い額 

   ※ 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。 

   ※ 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す

べての負債を対象としております。 

※ 営業キャッシュ・フローおよび利払い額は、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・フローおよび利息の支払額を使用しております。 

 

（４）事業等のリスク 

     当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項は、以下の

とおりであります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期末現在において当社

グループが判断したものであります。 

 

①景気変動、経済情勢のリスク 

    当社グループの主たる事業と関連の深い建設関連業界においては、長期的傾向と

しては住宅、非住宅分野ともリフォーム市場の増加要素はあるものの、新築投資の

減少と発注価格の低下傾向が続くものと思われます。 
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また工業用諸材料およびエンジニアリング工事の分野においても、関連市場の景

気動向により受注および価格の両面において予断を許さない状況にあります。 

このような状況において、著しい景気変動や経済情勢の悪化等があった場合には、

当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

②債権管理のリスク 

    当社グループは顧客に対し売掛金や受取手形等の債権を有しており、与信管理に

ついては十分に注意しておりますが、顧客の経営状況が悪化した場合には回収リス

クが顕在化する可能性があります。 

 

③製品の品質維持のリスク 

    当社グループの生産拠点においては、品質保証の国際規格ISO9001 に従って品質

管理体制を確立し、細心の注意を払って各製品を製造しておりますが、それらの製

品に予期せぬ重大な欠陥が発生した場合には、当社グループの評価に影響を与え、

また業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

④海外事業活動のリスク 

    当社グループはシンガポール、インドネシア等東南アジアにおいて事業を展開し

ておりますが、これら海外での事業においては通常予期しない政治的混乱、急激な

金融情勢の変化、現地政府による突発的な法規制等のリスクが存在いたします。 

このようなリスクが顕在化した場合には、当社グループの海外での活動に支障が

生じ、業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑤石綿問題に係るリスク 

    今後、石綿による健康障害に対する補償・支援費用の発生等が、当社グループの

業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑥災害に係るリスク 

    当社グループは生産拠点、営業拠点等複数の事業場を国内外に有しており、これ

らの拠点のいずれかに地震等の災害が発生した場合には、その被害状況によっては

当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑦その他のリスク 

作業環境への配慮、法規制の改正・強化への対応、安全管理の徹底等には十分注 

意をしておりますが、労働災害、不測の事故等により企業価値や業績に影響を与え

る可能性があります。 
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（１）中間連結貸借対照表

構成比 構成比 構成比

（％） （％） （％）

 Ⅰ  流動資産 30,751 50.3 33,279 55.8 29,622 49.1

現金及び預金 4,005 7,002 2,884

受取手形及び売掛金 8,730 8,904 8,336

完成工事未収入金 3,239 3,421 5,021

たな卸資産 5,697 5,416 5,527

未成工事支出金 7,685 6,868 6,620

その他 1,652 1,959 1,475

貸倒引当金 △ 259 △ 292 △ 244

 Ⅱ  固定資産 30,374 49.7 26,405 44.2 30,695 50.9

有形固定資産 27,601 45.1 23,983 40.2 27,788 46.1

建物及び構築物 2,616 2,362 2,840

機械装置及び運搬具 4,677 4,530 4,708

土地 19,923 16,507 19,951

建設仮勘定 145 402 37

その他 237 179 250

無形固定資産 165 0.3 77 0.1 94 0.1

投資その他の資産 2,607 4.3 2,344 3.9 2,812 4.7

投資有価証券 1,710 1,535 1,902

長期貸付金 386 277 414

その他 1,429 1,481 1,432

貸倒引当金 △ 918 △ 948 △ 936

61,126 100.0 59,685 100.0 60,317 100.0

金      額

資産合計

前中間連結会計期間末
要約連結貸借対照表

金      額 金      額

４．中間連結財務諸表等

（資産の部）

(単位　百万円 )

前連結会計年度の

（平成18年3月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年9月30日） （平成17年9月30日）
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構成比 構成比 構成比

（％） （％） （％）

 Ⅰ  流動負債 32,003 52.3 29,060 48.7 29,590 49.1

支払手形及び買掛金 9,114 8,679 9,094

短期借入金 14,067 10,477 13,159

未払法人税等 183 165 184

未払費用 3,895 5,972 3,496

未成工事受入金 3,613 2,717 2,769

賞与引当金 440 219 434

完成工事補償引当金 31 26 31

工事損失引当金 32 57 29

その他 624 744 391

 Ⅱ  固定負債 18,992 31.1 21,706 36.3 20,772 34.4

社債 900 - 900

長期借入金 9,594 13,975 11,580

繰延税金負債 365 296 433

4,774 4,658 4,774

退職給付引当金 2,302 1,782 2,072

役員退職慰労引当金 167 81 102

その他 887 912 907

負債合計 50,995 83.4 50,766 85.0 50,362 83.5

少数株主持分 - - 49 0.1 49 0.1

Ⅰ  資本金 - - 3,889 6.5 3,889 6.5

Ⅱ  利益剰余金 - - 3,854 6.5 4,845 8.0

Ⅲ　土地再評価差額金 - - 673 1.1 501 0.8

- - 463 0.8 678 1.1

Ⅴ  為替換算調整勘定 - - △ 6 △0.0 △ 2 △0.0

Ⅵ  自己株式 - - △ 5 △0.0 △ 6 △0.0

資本合計 - - 8,869 14.9 9,905 16.4

- - 59,685 100.0 60,317 100.0

Ⅰ  株主資本 9,047 14.8 - - - -

資本金 3,889 - -

利益剰余金 5,165 - -

自己株式 △ 7 - -

Ⅱ  評価・換算差額等 1,065 1.7 - - - -

571 - -

繰延ヘッジ損益 △ 6 - -

土地再評価差額金 501 - -

為替換算調整勘定 △0 - -

Ⅲ　少数株主持分 18 0.1 - - - -

純資産合計 10,130 16.6 - - - -

負債純資産合計 61,126 100.0 - - - -

（純資産の部）

その他有価証券評価差額金

Ⅳ  その他有価証券評価差額金

（少数株主持分）

（資本の部）

（負債の部）

負債、少数株主持分及び資本合計

金      額 金      額 金      額

当中間連結会計期間末

（平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

前中間連結会計期間末
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(単位　百万円 )

再評価に係る繰延税金負債

（平成17年9月30日）
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（２）中間連結損益計算書

百分比 百分比 百分比

（％） （％） （％）

Ⅰ 売上高 28,801 100.0 26,963 100.0 58,333 100.0

       商品製品売上高 15,545 15,172 30,800

       完成工事高 13,228 11,781 27,513

       その他の営業収入 26 9 19

Ⅱ 売上原価 22,838 79.3 21,007 77.9 46,113 79.0

       商品製品売上原価 10,938 10,313 21,421

       完成工事原価 11,892 10,693 24,691

       その他の営業支出 6 0 0

売上総利益 5,962 20.7 5,956 22.1 12,219 21.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,759 16.5 5,054 18.7 9,759 16.8

営業利益 1,203 4.2 902 3.4 2,460 4.2

Ⅳ 営業外収益 69 0.2 91 0.3 199 0.3

　　   受取利息 22 19 43

　　   受取配当金 9 16 18

　   　その他 37 55 136

Ⅴ 営業外費用 443 1.5 497 1.9 1,005 1.7

　　   支払利息 351 326 699

       持分法による投資損失 26 18 6

　　   その他 65 153 298

経常利益 829 2.9 496 1.8 1,654 2.8

Ⅵ 特別利益 0 0.0 3,272 12.2 3,275 5.6

       固定資産売却益 0 27 30

　　　投資有価証券売却益 0 720 720

       厚生年金基金解散益 - 2,524 2,524

Ⅶ 特別損失 470 1.7 3,939 14.6 4,105 7.0

      固定資産除売却損 114 62 123

　  　減損損失 174 317 317

      出資金評価損 - - 56

      会員権売却損 - - 0

      会員権評価損 0 3 3

      役員退職慰労金 - 1 1

      過年度役員退職慰労引当金繰入額 41 38 38

      過年度退職給付費用 6 - -

　    貸倒引当金繰入額 - 412 412

      廃版たな卸資産評価損 - 67 115

　　 石岡事業所土地整備等費用 - 3,037 3,037

      石綿健康障害補償金 134 - -

　　税金等調整前中間（当期）純利益

　　又は中間純損失(△）

　　法人税､住民税及び事業税 70 0.2 85 0.3 146 0.2

　　法人税等調整額 - - △ 54 △ 0.2 △ 77 △ 0.1

　　少数株主損失 31 0.1 0 0.0 0 0.0

中間（当期）純利益又は中間純損失（△） 319 1.1 △ 200 △ 0.7 755 1.3

(単位　百万円 )

前連結会計年度の

(自 平成17年4月 1日

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
要約連結損益計算書

(自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

1.4358 △ 170 824

  至 平成18年9月30日)   至 平成17年9月30日)   至 平成18年3月31日)

金        額 金        額

1.2 △ 0.6

金        額
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（３）中間連結剰余金計算書

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,971 3,971

Ⅱ　利益剰余金増加高

       1 中間（当期）純利益 - 755

       2 土地再評価差額金取崩高 85 85 119 874

Ⅲ　利益剰余金減少高

       1 中間純損失 200 -

       2 連結子会社の減少に伴う

          利益剰余金減少高 0 201 0 0

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 3,854 4,845

(単位　百万円 )

前中間連結会計期間

金      額

(自 平成17年4月 1日

金      額

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)  至 平成17年9月30日)
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（４）中間連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

株主資本

合計

平成18年3月31日残高 3,889 4,845 △ 6 8,728

中間連結会計期間中

の変動額

  中間純利益 319 319

  自己株式の取得 △ 1 △ 1

  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 - 319 △ 1 318

平成18年9月30日残高 3,889 5,165 △ 7 9,047

その他 少数株主 純資産

有価証券 繰延ヘッジ 土地再評価 為替換算 評価・換算 持分 合計

評価差額金 損益 差額金 調整勘定 差額等合計

平成18年3月31日残高 678 - 501 △ 2 1,176 49 9,955

中間連結会計期間中

の変動額

  中間純利益 - 319

  自己株式の取得 - △ 1

  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) △ 106 △ 6 - 1 △ 111 △ 31 △ 143

中間連結会計期間中

の変動額合計 △ 106 △ 6 - 1 △ 111 △ 31 175

平成18年9月30日残高 571 △ 6 501 △0 1,065 18 10,130

　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)

評価・換算差額等

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式
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(単位　百万円)
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18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日
 至 平成18年9月30日)  至 平成17年9月30日)   至 平成18年3月31日)

金      額 金      額 金      額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）
純利益又は中間純損失（△）　　　　
減価償却費 455 501 952
貸倒引当金の増減額 △ 2 547 487
賞与引当金の増減額 6 △ 38 176
退職給付引当金の増減額 229 △ 1,760 △ 1,469
役員退職慰労引当金の増減額 64 23 44
受取利息及び受取配当金 △ 31 △ 36 △ 62
支払利息 351 326 699
持分法による投資損益 26 18 6
固定資産除売却損益 113 34 92
減損損失 174 317 317
投資有価証券売却損益 △0 △ 720 △ 720
石岡事業所土地整備等費用 - - 2,024
石綿健康障害補償金 134 - -
売上債権の増減額 1,405 1,568 549
たな卸資産の増減額 △ 1,235 △ 1,629 △ 1,492
その他流動資産の増減額 △ 177 △ 422 67
仕入債務の増減額 19 686 1,101
その他流動負債の増減額 1,125 2,459 △ 230
その他 △ 109 △ 15 △ 5

小計 2,909 1,689 3,366
利息及び配当金の受取額 32 37 63
利息の支払額 △ 355 △ 305 △ 681
法人税等の支払額 △ 14 △ 231 △ 227
石綿健康障害補償金の支払額 △ 59 - -
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,513 1,190 2,520

定期預金の預入支出 △ 12 △ 13 △ 59
定期預金の払戻収入 30 29 56
有形固定資産の取得による支出 △ 333 △ 771 △ 7,265
有形固定資産の売却による収入 1 1,123 1,150
投資有価証券の取得による支出 △ 4 △ 3 △ 6
投資有価証券の売却による収入 0 890 890
貸付けによる支出 △ 38 △ 13 △ 216
貸付金の回収による収入 61 57 122
その他 0 - △ 13

△ 294 1,299 △ 5,340
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 1,036 △ 3,465 △ 1,067
長期借入による収入 290 4,710 4,980
長期借入金の返済による支出 △ 2,404 △ 2,210 △ 4,592
社債の発行による収入 - - 887
その他 △ 1 △ 1 △ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,079 △ 966 206

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0 0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,139 1,522 △ 2,613
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,845 5,462 5,462

- 4 4
3,984 6,981 2,845

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

（５）中間連結キャッシュ・フロー計算書

△ 170358 824

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

１　連結の範囲に関する事項

    （１）連結子会社の数 １２社

    （２）連結子会社名     アスク・サンシンエンジニアリング㈱、㈱アスクテクニカ、朝日珪酸工業㈱、㈱コウメン、

㈱甲斐エンジニアリング、㈱アスクエージェンシー、浅野防火建材㈱、関東浅野パイプ㈱、

㈱エーアンドエー茨城､㈱エーアンドエー愛知､㈱エーアンドエー大阪､㈱エーアンドエー名古屋

    （３）非連結子会社名   アスクシンガポール、サトナスウタマ、アスク沖縄㈱、アスクエンジニアリングマレーシア

  　（４）非連結子会社について

連結の範囲から除いた理由

上記非連結子会社はいずれも小規模会社であり、４社合計の総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等の中間連結財務諸表に及ぼす影響が少ないため、連結の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

    （１）持分法を適用した非連結子会社数 ２社

会社等の名称 アスクシンガポール 、サトナスウタマ

    （２）持分法を適用した関連会社数 １社

会社等の名称 四国浅野スレート㈱

    （３）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社について　　

持分法の範囲から除いた理由

  　（４）持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社

中間決算日が中間連結決算日と異なるアスクシンガポールおよびサトナスウタマ（中間決算日はともに6月30日）

については、同日現在の中間財務諸表を使用しております。

ただし中間連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

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。

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

    時価のないもの 移動平均法による原価法

②デリバティブ

　時価法

③たな卸資産

　商品・製品・原材料・貯蔵品 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

非連結子会社（２社）及び関連会社（３社）は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が少なく、

 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。

中間連結会計期間末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）
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　 （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

   連結財務諸表提出会社は主として定率法、連結子会社は主として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が７～４５年、機械装置及び運搬具が４～１２年であります。

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）に基づく定額法を採用しております。

　 （３）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②賞与引当金

③完成工事補償引当金

④工事損失引当金

⑤退職給付引当金

⑥役員退職慰労引当金

　ついては役員退職慰労引当金として、執行役員等分については退職給付引当金に含めて計上しております。

　れる内規を改定、整備したことによるものであります。

　従来は、連結財務諸表提出会社及び株式会社アスクテクニカを除き、役員および執行役員等の退職慰労金は

　支出時の費用として処理しておりましたが、当中間連結会計期間よりアスク・サンシンエンジニアリング株式会社

　において、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上する方法に変更いたしました。なお、役員分に

　この変更は、中期経営計画を進めていく一環として、役員退職慰労金等の将来の支出時における一時的負担

　の増大を避け、また、期間帰属を適正にするため、アスク・サンシンエンジニアリング株式会社にとり適切と思わ

　なお、連結子会社の当該規定の改定、整備は、昨年より順次進めており、今年度中に完了する予定です。

　この変更により、当中間連結会計期間の発生額　12百万円は販売費及び一般管理費へ、役員の過年度分相

　退職慰労引当金繰入額、および過年度退職給付費用として計上しております。

　当額　41百万円、および執行役員等の過年度分相当額　6百万円は特別損失の部に、それぞれ過年度役員

　費用処理しております。

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は　12百万円、税金等調整前中間純利益

　は 60百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報)に記載しております。

　なお、会計基準変更時差異については、１５年による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(１１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費用処理しております。

　過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１１年）による定額法により

　当中間連結会計期間末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込額を計上して

　おります。

　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。

　連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間

　期末要支給額を計上しております。

（会計処理の変更）

  債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。

  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を

  計上しております。

  請負に係る工事の引渡し後の補修サービスの費用の支出に備えるため、補修サ－ビス費用見込額を計上して

  おります。
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　（４）重要なリース取引の処理方法

　（５）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段・・・金利スワップ、コモディティスワップ

 ヘッジ対象・・・借入金、原材料

③ヘッジ方針

④ヘッジの有効性評価の方法

　（６） その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の処理方法

 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。

②連結納税制度の適用

 連結納税制度を適用しております。

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

会計方針の変更

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は10,119百万円であります。

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における中間連結財務諸表は、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。

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。

これによる損益に与える影響はありません。

 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ケ月以内

 に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

 取引を行っております。なお、デリバティブ取引の相手先は、格付けの高い金融機関に限定しております。

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

 両者の変動額等を基礎にして判断しております。

  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。

 財務活動に係る金利変動リスクをヘッジする目的及び購入資材価格変動リスクをヘッジする目的で、デリバティブ
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）
(単位　百万円)

(１)有形固定資産の減価償却累計額 (１)有形固定資産の減価償却累計額 (１)有形固定資産の減価償却累計額

21,386 20,598 20,973

(２)担保資産 (２)担保資産 (２)担保資産

     投資有価証券 105      投資有価証券 428      投資有価証券 115

     有形固定資産 16,070      有形固定資産 17,511      有形固定資産 16,162

(３)保証債務 423 (３)保証債務 221 (３)保証債務 268

(４)受取手形割引高 36 (４)受取手形割引高 - (４)受取手形割引高 68

　　　受取手形 233

　　　支払手形 795

　　　設備関係支払手形 -

（中間連結損益計算書関係）
(単位　百万円)

(１)販売費及び一般管理費のうち主なもの (１)販売費及び一般管理費のうち主なもの (１)販売費及び一般管理費のうち主なもの

運搬費 1,323 運搬費 1,306 運搬費 2,645

給料及び賃金 968 給料及び賃金 1,056 給料及び賃金 1,861

賞与引当金繰入額 177 賞与引当金繰入額 73 賞与引当金繰入額 175

退職給付費用 225 退職給付費用 287 退職給付費用 521

貸倒引当金繰入額 9 貸倒引当金繰入額 156 貸倒引当金繰入額 121

23 19 31

賃借料 406 賃借料 599 賃借料 1,058

(２)減損損失 (２)減損損失 (２)減損損失

当社グループは、事業所単位を資産グルー

プの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小単位でグルーピングをおこなっ

ております。 当社グループは、事業所単位を資産グル 当社グループは、事業所単位を資産グル

上記の資産は厚生施設として使用していたも ープの基礎とし、独立したキャッシュ・フロ ープの基礎とし、独立したキャッシュ・フロ

のですが、当中間連結会計期間において閉 ーを生み出す最小単位でグル-ピングをお ーを生み出す最小単位でグル-ピングをお

鎖を決定し遊休資産となったものであります。 こなっております。上記の資産は、遊休資 こなっております。上記の資産は、遊休資

当該資産の回収可能価額まで減額し、 産となっているもの、または著しく時価が 産となっているもの、または著しく時価が

当該減少額を減損損失として特別損失に 減少したものにつきまして当該資産の回収 減少したものにつきまして当該資産の回収

計上いたしました。 可能価額まで減額し、当該減少額を減損 可能価額まで減額し、当該減少額を減損

なお、当該資産の回収可能価額は土地は 損失として特別損失に計上いたしました。 損失として特別損失に計上いたしました。

主に路線価を元に、建物については売却不 なお、当該土地の回収可能価額は主に なお、当該土地の回収可能価額は主に

能として算定しております。 路線価を元に算定しております。 路線価を元に算定しております。

(３)石綿健康障害補償金

石綿による健康障害により死亡､あるいは治

療中の方で、労災認定され、当社事業との

因果関係が特定された方に対する補償金

を計上しております。

当連結会計年度において、以下の資産

について減損損失を計上しております。

当中間連結会計期間において、以下の資産

について減損損失を計上しております。

たため、次の中間連結会計期間末日満期

れております。

当中間連結会計期間において、以下の資産

について減損損失を計上しております。

  至 平成18年9月30日)   至 平成17年9月30日)

手形が、中間連結会計期間末残高に含ま

(５)中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当中間連

結会計期間末日が金融機関の休日であっ

役員退職慰労引当金繰入額

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末   前連結会計年度末

（平成18年9月30日） （平成17年9月30日） （平成18年3月31日）

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間   前連結会計年度

  至 平成18年3月31日)

(自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

　　（単位：百万円）
場所 用途 種類 金額

茨城県石岡市 遊休地 土地 28
茨城県石岡市 遊休施設 建物 146
　　　 計 174

　　　　　（単位：百万円）
場所 用途 種類 金額

茨城県常陸大宮市 加工工場 土地 60
北海道札幌市 支店 土地 15
広島県三原市 遊休地 土地 57
広島県三原市 遊休施設 建物 107
千葉県市原市 営業所 土地 70
その他 遊休地 土地 6

計 317

　　　　　（単位：百万円）
場所 用途 種類 金額

茨城県常陸大宮市 加工工場 土地 60
北海道札幌市 支店 土地 15
広島県三原市 遊休地 土地 57
広島県三原市 遊休施設 建物 107
千葉県市原市 営業所 土地 69
その他 遊休地 土地 6

計 317
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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

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加5千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(単位　百万円)

(1)現金及び現金同等物の中間期末 (1)現金及び現金同等物の中間期末 (1)現金及び現金同等物の期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記 残高と中間連結貸借対照表に掲記 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 されている科目の金額との関係 されている科目の金額との関係

(平成18年9月30日) (平成17年9月30日) (平成18年3月31日)

現金及び預金勘定 4,005 現金及び預金勘定 7,002 現金及び預金勘定 2,884

預入期間が３か月を 預入期間が３か月を 預入期間が３か月を

超える定期預金 △ 21 超える定期預金 △ 21 超える定期預金 △ 39

現金及び現金同等物 3,984 現金及び現金同等物 6,981 現金及び現金同等物 2,845

（リース取引関係）

(単位　百万円)

①リース物件の取得価額 ①リース物件の取得価額 ①リース物件の取得価額

　 相当額 2,144 　 相当額 1,924 　 相当額 2,084

   減価償却累計額相当額 365    減価償却累計額相当額 301    減価償却累計額相当額 385

   中間期末残高相当額 1,778    中間期末残高相当額 1,623    期末残高相当額 1,698

  １年以内 275   １年以内 248   １年以内 242

  １年超 1,503   １年超 1,375   １年超 1,456

  合計 1,778   合計 1,623   合計 1,698

③支払リース料 125 ③支払リース料 67 ③支払リース料 193

   減価償却費相当額 125    減価償却費相当額 67    減価償却費相当額 193

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

認められるもの以外のファイナンス･リース取引

  至 平成18年9月30日)   至 平成17年9月30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

 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

 リース物件の所有権が借主に移転すると

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間   前連結会計年度

(自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間    前連結会計年度

(自 平成18年4月 1日

  至 平成18年9月30日)   至 平成17年9月30日)

(自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

  至 平成18年3月31日)

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） 68 5 - 74

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） 77,780 - - 77,780
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(有価証券関係)

 当中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

　１　時価のある有価証券

（１）その他有価証券

　　株式 311 1,249 938

　　債券

      　国債・地方債等 20 19 △0

      　社債 - - -

　　　　その他 - - -

　　その他 - - -

331 1,268 937

　２　時価評価されていない主な有価証券
区分

144

144

 前中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

　１　時価のある有価証券

（１）その他有価証券

　　株式 302 1,062 760

　　債券

      　国債・地方債等 20 19 △0

      　社債 - - -

　　　　その他 - - -

　　その他 - - -

322 1,082 759

　２　時価評価されていない主な有価証券
区分

145

145

 前連結会計年度末（平成18年3月31日）

　１　時価のある有価証券

（１）その他有価証券

　　株式 306 1,419 1,112

　　債券

      　国債・地方債等 20 19 △0

      　社債 - - -

　　　　その他 - - -

　　その他 - - -

326 1,438 1,111

　２　時価評価されていない主な有価証券
区分

144

144

（デリバティブ取引関係）

 当中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

　　 デリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されていることにより記載を省略しております。

 前中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

　　 デリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されていることにより記載を省略しております。

 前連結会計年度末（平成18年3月31日）

　　 デリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されていることにより記載を省略しております。

     非上場株式

計

計

（単位　百万円）

連結貸借対照表計上額

（１）その他有価証券

（１）その他有価証券

     非上場株式

計

（単位　百万円）

区分 取得原価 差額連結貸借対照表計上額

計

（単位　百万円）

中間連結貸借対照表計上額

区分 取得原価

計

（単位　百万円）

計

     非上場株式

中間連結貸借対照表計上額

（単位　百万円）

区分 取得原価 差額

（単位　百万円）

差額

中間連結貸借対照表計上額

（１）その他有価証券

中間連結貸借対照表計上額
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(セグメント情報)

　　［事業の種類別セグメント情報］

　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)

       （単位　百万円）

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他の 消去又は

エンジニア 計 連結
事業 リング事業 関連事業 事業 全社

    売上高

    （１）外部顧客に

         対する売上高 15,310 11,407 2,056 26 28,801 - 28,801

    （２）セグメント間の

         内部売上高 81 239 292 92 705 (705) -

         又は振替高

15,391 11,646 2,349 119 29,506 (705) 28,801

    営業費用 14,135 11,023 2,289 18 27,466 131 27,597

    営業利益 1,256 622 59 101 2,040 (836) 1,203

　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)

       （単位　百万円）

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他の 消去又は

エンジニア 計 連結
事業 リング事業 関連事業 事業 全社

    売上高

    （１）外部顧客に

         対する売上高 14,991 10,056 1,906 9 26,963 - 26,963

    （２）セグメント間の

         内部売上高 30 16 261 196 504 (504) -

         又は振替高

15,021 10,072 2,167 206 27,468 (504) 26,963

    営業費用 13,709 9,724 2,139 11 25,584 476 26,061

    営業利益 1,311 348 28 195 1,883 (981) 902

　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)

       （単位　百万円）

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他の 消去又は

エンジニア 計 連結
事業 リング事業 関連事業 事業 全社

    売上高

    （１）外部顧客に

         対する売上高 30,958 23,514 3,840 19 58,333 - 58,333

    （２）セグメント間の

         内部売上高 108 174 500 431 1,214 (1,214) -

         又は振替高

31,067 23,689 4,340 451 59,548 (1,214) 58,333

    営業費用 28,256 22,754 4,293 21 55,325 547 55,873

    営業利益 2,810 934 47 430 4,222 (1,762) 2,460

計

計

計
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  （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　      ２ 各事業の主な製品及び工事内容

建 設・建材事業・・・・・ 不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

耐火二層管の製造、販売

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工

工業製品・エンジニアリング

事業・・・・・・・・・・・・・・ 不燃紡織品、工業用摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、

保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

自動車用を主とした摩擦材・シール材の製造、販売

保険代理業、その他

　　［所在地別セグメント情報］

　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(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(自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日)

　　［海外売上高］

　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)

          海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　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)

          海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　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)

          海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　　　  　しております。

　　        1,721百万円であり、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等の管理部門に係わる費用であります。

     　   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

　　　  　しております。

     　   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

       ４ 会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間からアスク・サンシンエンジニアリング株式会社に

　　　　 おいて役員および執行役員等の退職慰労金の計上方法を変更しております。この変更に伴い、従来の方法

　　  　　 983百万円であり、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等の管理部門に係わる費用であります。

　　　　 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

　　　  　しております。

     　   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

　　　　 に比べて当中間連結会計期間における工業製品・エンジニアリング事業の営業費用が12百万円増加し、

　　　　 営業利益が同額減少しております。

　　　　　  792百万円であり、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等の管理部門に係わる費用であります。

　　　　 前中間連結会計期間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

船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売

自動車関連事業・・・・・

       ３ 当中間連結会計期間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

その他の事業・・・・・・・
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

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。

5,203 5,160 10,644

410 311 693

1,944 1,871 3,771

7,558 7,342 15,109

（注）１ 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）受注状況

工事部門の受注状況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。

なお、製品は主として見込み生産であります。

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

6,883 5,468 5,598 4,460 11,601 4,471

9,083 8,973 8,384 7,907 17,449 7,232

15,966 14,441 13,983 12,367 29,051 11,704

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

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。

15,310 14,991 30,958

11,407 10,056 23,514

2,056 1,906 3,840

26 9 19

28,801 26,963 58,333

（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

(自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

(自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日 (自 平成17年4月 1日

前連結会計年度

  至 平成18年3月31日)

（単位　百万円）

（単位　百万円）

(自 平成17年4月 1日

事業の種類別セグメントの名称

事業の種類別セグメントの名称

建設・建材事業

工業製品・エンジニアリング事業

自動車関連事業

合計

  至 平成18年9月30日)

前中間連結会計期間

  至 平成17年9月30日)

合計

建設・建材事業

工業製品・エンジニアリング事業

前中間連結会計期間

  至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間

  至 平成18年9月30日)

合計

建設・建材事業

工業製品・エンジニアリング事業

自動車関連事業

その他の事業

当中間連結会計期間

（単位　百万円）

前連結会計年度

  至 平成18年3月31日)

前連結会計年度

  至 平成18年3月31日)

(自 平成18年4月 1日

当中間連結会計期間

  至 平成18年9月30日)

前中間連結会計期間

  至 平成17年9月30日)

(自 平成18年4月 1日 (自 平成17年4月 1日
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