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コ ー ド 番 号      5278             ＵＲＬ http://www.ebata.co.jp
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長        (氏名) 斎藤 章 
問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理本部長 (氏名) 井上 保生 ＴＥＬ (03)3600-1161 
定時株主総会開催予定日  平成20年６月27日       配当支払開始予定日 平成20年６月30日 
有価証券報告書提出予定日 平成20年６月30日 

（百万円未満切捨て） 
１．20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円   ％ 

6,407    (0.8) 
6,358    (2.0) 

百万円   ％

△16 (  －  ) 
107 (△42.4) 

百万円   ％

37 (△71.7) 
131 (△37.3) 

百万円   ％

△60     (－) 
△287     (－) 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
20年３月期 
19年３月期 

円 銭 

△4 78 
△22 69 

円 銭

－  － 
－  － 

％

△1.1 
△5.2 

％ 

0.5 
1.8 

％

△0.3 
1.7 

(参考) 持分法投資損益 20年３月期 －百万円   19年３月期 －百万円 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

6,797 
7,528 

百万円

5,228 
5,347 

％

76.9 
71.0 

円 銭

413  05 
422  09 

(参考) 自己資本 20年３月期 5,228百万円   19年３月期 5,347百万円 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

△549 
△92 

百万円

△388 
△357 

百万円

△40 
△62 

百万円

497 
1,475 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 純資産 
配当率 

 
19年３月期 
20年３月期 

円 銭 

－ － 
－ － 

円 銭 

－ － 
－ － 

円 銭

－ － 
－ － 

円 銭

3 00 
3 00 

円 銭

3 00 
3 00 

百万円

38 
37 

％ 

－ 

－ 

％

0.7 

0.7 

21年３月期 
（予想） 

－ － － － － － 未定 未定  未定 － 未定 

（注）21年３月期の配当につきましては、当社は株式交換により株式会社デイ・シイの完全子会社となる
ことを予定しているため、未定としております。詳細につきましては、５ページ記載の「(3) 利益
配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご参照ください。 

 
３．21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 
通  期 

3,100 (1.5) 
6,500 (1.4) 

△80 (－) 
60 (－) 

△60 (  －  )
100 (168.8)

△80 (－) 
80 (－) 

△6 31 
6 31 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        有 

〔（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 20年３月期 12,676,860株 19年３月期 12,676,860株 
② 期末自己株式数          20年３月期   19,026株 19年３月期    6,713株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

２．当社は、平成20年３月28日開催の取締役会において、簡易株式交換を通じて株式会社デイ・シイの完全

子会社となることを決議いたしました。 

当該株式交換が実施された場合、当社株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、平成

20年７月28日をもちまして上場廃止となる見込みであり、効力発生日である平成20年８月１日をもちまし

て、当社は株式会社デイ・シイの完全子会社となります。 

３．業績予想欄における「中間期」は、「第２四半期」累計期間と読み替えてください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や雇用環境にも改善が見られる

など、景気は緩やかな回復傾向で推移いたしましたが、原油価格の高騰による個人消費への影響やサブプライ

ムローン問題に端を発した金融市場の混乱など先行き不透明な状況にあります。 

当建設資材業界におきましては、首都圏近郊の大型ショッピングモールや高層マンション等の大型民間物件

への投資は横ばいであるものの、公共投資は依然低調で推移しておりまた、改正建築基準法による建築確認審

査の厳格化の影響を受け住宅着工件数が落ち込むなど、厳しい経営状況は続いております。 

このような状況の中、管路事業部門では、生産コストおよび経費の削減に努めるとともに、雨水貯留浸透製

品を中心に下水管路製品の受注にも注力し、大型物件の受注に成功するなど積極的に販売促進に努めてまいり

ました結果、売上高は前期比 6.5％増の 30 億 89 百万円となりました。 

生コンクリート部門におきましては、高強度コンクリートの需要は旺盛であるものの、改正建築基準法によ

る建築確認審査の厳格化の影響を受け、出荷数量が減少するなど厳しい状況の中、積極的に営業活動を行った

ことにより売上高は、前期比 5.7％減の 22 億 51 百万円となりました。セメント・建材部門においては、売上

高はほぼ前期比なみの 10 億 66 百万円となりました。 

この結果、全体の売上高は、前期比 0.8%増の 64 億 7 百万円となりました。収益面では生コンクリート部門、

セメント･建材部門は増益となりましたが、管路製品部門が大幅な減益となったために、営業損失 16 百万円、

経常利益は 37 百万円となりました。またＴＯＢ関連費用 20 百万円を特別損失に計上し、繰延税金資産の取崩

し 71 百万円を実施したことにより、当期純損失は 60 百万円となりました。 

②次期の見通し 

今後のわが国経済は、民間設備投資・住宅産業ともに都市型需要ではあるが引き続き回復基調が見込まれま

すが、当建設資材業界におきましては、原油・原材料の高騰が予想され、経営環境は予断を許さない状況が続

くものと予想されます。また当社の主力部門である管路製品部門におけます下水管路の既存製品や、生コンク

リート部門、セメント・建材部門の各製品におきましては、継続的な需要の減少等厳しい経営環境が継続する

ことと思われますが、雨水貯留浸透製品のさらなる販売拡大と新製品の開発に注力し、業績の拡大に努めてま

いります。 

また、当社は平成20年８月１日に株式会社デイ・シイの完全子会社となることが予定されており、本完全子

会社化により迅速かつ効率的な意思決定を可能とし、デイ・シイグループの経営資源を最大限活かして事業の

拡大に努めてまいります。 

次期（平成21年３月期）の業績予想につきましては、売上高6,500百万円、経常利益100百万円、当期純利益

80百万円と予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて、19.7％減少し3,718百万円となりました。これは主として現金及び預

金が978百万円減少したことなどによります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、15ページ

のキャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 
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固定資産は、前事業年度末に比べて、6.2％増加し3,079百万円となりました。これは主として本社ビルの新

築に係る建設仮勘定が302百万円増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べて9.7％減少し、6,797百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて、14.2％減少し1,177百万円となりました。これは主として支払手形が

163百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて、51.5％減少し391百万円となりました。これは主として役員退職慰労

引当金が433百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて28.0％減少し、1,569百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて、2.2％減少し5,228百万円となりました。その主な要因は当期純損失60百

万円の計上と剰余金の配当38百万円などによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前事業年度末に比べ978百万

円減少し、当事業年度末には、497百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は549百万円（前事業年度比493.2％増）となりました。 

その主な内容は、税引前当期純利益16百万円、資金を伴わない費用であります減価償却費213百万円などに

よる増加に対しまして、役員退職慰労引当金の減少額433百万円、仕入債務の減少額115百万円、たな卸資産の

増加額62百万円、法人税等の支払額116百万円などによる減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は388百万円（前事業年度比8.6％増）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410百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は40百万円（前事業年度比35.7％減）となりました。 

これは主に、配当金の支払額37百万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率（％） 78.5 71.0 76.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 53.1 35.2 41.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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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 

（注１）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。 

（注２）有利子負債は、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。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、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、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息及び財務手数料の支払額を使用し

ております。 

（注４）平成18年３月期及び平成19年３月期については、有利子負債並びに利払いが存在しないため、キャ

シュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

（注５）平成20年３月期については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャシュ・フロー対有利

子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、平成20年８月１日に株式会社デイ・シイの完全子会社となることが予定されており、今後はデイ・

シイグループ全体の企業価値向上を基本方針とし、利益配分を行ってまいります。 

なお、当期の配当につきましては、１株当たり配当金３円00銭の期末配当を予定しております。 

また、次期の配当につきましては、当社は株式会社デイ・シイとの株式交換による完全子会社化を予定して

おり、完全子会社化後に完全親会社と協議することとなっているため、未定としております。 

株式交換の内容につきましては、平成20年３月28日に開示いたしました、「株式会社デイ・シイによるエバ

タ株式会社の株式交換による完全子会社化について」をご参照ください。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社は、当社の事業展開に係り、現在認識できる範囲内において、将来リスク要因となる可能性があると思

われる重要な事項を以下に記載しております。 

当社の事業、業績並びに財務状況等はかかるリスク要因のいずれによっても著しく影響を受ける可能性があ

り、当社は、これらのリスク要因の回避について最大の注意を払っておりますが、万一、これらの要因が発生

した場合、当社の株式の市場価格は下落する可能性がありますので、当社株式に関する最終的な判断は、本項

に記載する部分も併せ慎重にされる必要があると考えます。 

①債務保証リスク 

当社は、東関東生コン協同組合、千葉北部生コンクリート協同組合に加入する登録販売店の同組合に対する

仕入債務等につき、加盟各社による連帯保証を行っておりますが、万一、同登録販売店が経営破綻等により同

組合への債務不履行などに陥った場合、当社は同組合への債務保証の履行により、悪影響を受ける可能性があ

ります。 

②顧客に対する信用リスク 

当社は顧客に対するほとんどの取引を受取手形や代金後払いで販売しており、随時顧客の信用情報を収集す

るなど、顧客管理に充分な注意を払っておりますが、多額の債権を有する顧客が財務上の問題に直面し債務不

履行等に陥った場合、悪影響を受ける可能性があります。 

③製品リスク 

当社は、当社製品の品質、規格、安全性等について、社内での厳重な検証は勿論のこと、必要に応じ、外部
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の専門機関等に委託し、厳正な性能試験を実施するなど、万全を期しておりますが、万一、予側できなかった

不測の事態により、製品の欠陥等による事故やクレーム等が発生した場合、悪影響を受ける可能性があります。 

④材料リスク 

当社は、再生樹脂素材の雨水貯留浸透新製品の販売拡大に努めておりますが、万一、同製品の予想以上の需

要の拡大により、原材料の調達不足や価格の高騰などにより、悪影響を受ける可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

(1) 事業の内容 

当社は、親会社である株式会社デイ・シイを中心とする企業集団に属しております。デイ・シイグループは、

セメント関連事業及び骨材事業を中心に、環境リサイクル事業、不動産賃貸事業、生コンクリート・コンクリー

ト二次製品事業、管路事業を営んでおります。当社では、管路（上下水道・雨水貯留浸透・情報通信・鉄道）製

品及び生コンクリートの製造販売と、セメント及び各種建材品の仕入販売を行っております。 

当社の事業系統図は次のとおりであります。 

 

(2) 関係会社の状況 

（親会社） 

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な 

事業の内容 

議決権等の所有 
（被所有）割合 

（％） 
関係内容 

株式会社デイ・シイ 
神奈川県 

川崎市川崎区 
4,013 

セメント・骨材の
製造販売 

被所有 
直接 96.0 

主に当社が原材料の仕
入を行っております。
役員の兼任１名 

出向１名 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

①先進的な独自加工技術の開発並びに新製品開発により、地球環境保全と資源循環型社会に貢献する。 

②経営環境の変化や急速な技術の進展に耐えうる開発スピード及びコスト競争力の強化を図り、技術開発型

企業を目指す。 

③効率経営、創造力重視型の成長力と収益力を兼備した活力ある企業を目指す。 

④顧客のあらゆるニーズと期待に速やかに応え、高品質、高性能、高付加価値製品の開発と提供に努める。 

⑤社会的責任と公共的使命を認識し、企業倫理、危機管理体制の維持強化を図る。 

 

(2) 目標とする経営指標 

資本効率、収益力を高めるため、以下のとおり中長期的な指標を目標としております。 

①売上高       8,000百万円 

②総資本回転率    １回転以上 

③売上高対総利益率     28％ 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社はますます高まる「地球環境保全」「資源の有効活用」などの社会ニーズに対応する、リサイクル技術

と今後成長が見込まれる、上水、雨水、電気通信などの総合管路及びその他環境関連の事業を結合させた、新

素材、新製品及び新市場開発などにより、業容の拡大と業績基盤の安定化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社にとりましては、今後も管路事業部門、生コンクリート部門の両部門では、プラスチックの原材料の高

騰やセメント・骨材の値上がり、製品の価格競争等はよりいっそう厳しくなると予想され、厳しい経営環境は

継続すると思われます。 

このような状況の中、管路事業部門におきましては、システムパネル・パネケーブ・ハニカムトレンチ等の

雨水貯留浸透製品の特徴を活かした営業活動に努め、また、ます・マンホールを中心に管路材を専門に販売す

る部署を設けるなど製品の特徴、専門性を重視した営業活動を行い、さらに生産性の効率化を図り収益の改善

を行ってまいります。 

生コンクリート部門では、需要の旺盛な高強度コンクリートの受注を中心に２プラント体制の強みを活かし

た営業活動の拡大を図ってまいります。 

会社全体といたしましては、平成20年３月28日に、当社の親会社であります株式会社デイ・シイ（以下、「

デイ・シイ」といいます。）と株式交換契約を締結し、次期平成20年８月１日を期して、デイ・シイの完全子

会社となることを予定しております。これを契機に、今後、迅速かつ効率的な意思決定を可能とすることによ

り、デイ・シイ並びにその関連グループ会社を含め、販売・物流・生産・技術・人材など、経営資源の相互協

力及び連携を深め、高付加価値製品や、環境保全、循環型社会に適応した製品の開発に取り組み、業容の拡大

と業績の向上を図ってまいりたいと考えております。また、会社法に基づく内部統制システムや各種業務規程

の整備にも取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、経営基盤の確立を目指してまいり

ます。 
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(5) 内部管理体制の整備・運用 

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

な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

(6) その他、会社の経営上重要な事項 

当社と当社の親会社であります株式会社デイ・シイ（以下、「デイ・シイ」といいます。）は、迅速かつ効

率的な意思決定を可能とし、デイ・シイグループの経営資源を最大限活かしていくことを目的として、平成20

年３月28日に株式交換契約を締結しました。 

なお、これに先立ちまして、デイ・シイは当社の完全子会社化を目的とし、平成20年２月15日から平成20年

３月18日まで、当社株式の公開買付けを実施いたしました。その結果、平成20年３月31日現在、デイ・シイは

当社の発行済株式を12,106,700株（当社の発行済株式総数に占める所有割合で95.5％、議決権割合で96.0％）

保有しております。 

 

－  9  － 



 

エバタ㈱（5278）平成 20 年３月期決算短信（非連結） 

４．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

比較 

増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,475,704 497,615  

２ 受取手形  1,157,208 1,147,306  

３ 売掛金  986,511 1,034,072  

４ たな卸資産  864,457 926,760  

５ 繰延税金資産  108,000 36,821  

６ その他  39,381 79,895  

貸倒引当金  △3,436 △4,172  

流動資産合計  4,627,825 61.5 3,718,298 54.7 △909,526

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  295,575 280,730  

(2) 機械及び装置  724,316 638,684  

(3) 土地 ※１ 1,527,406 1,527,406  

(4) その他  129,911 425,264  

有形固定資産合計 ※５ 2,677,209 35.6 2,872,085 42.2 194,876

２ 無形固定資産  32,052 0.4 44,889 0.7 12,836

３ 投資その他の資産 ※１   

(1) 投資その他  221,492 195,766  

貸倒引当金  △29,752 △33,102  

投資その他の資産合計  191,740 2.5 162,663 2.4 △29,076

固定資産合計  2,901,002 38.5 3,079,639 45.3 178,636

資産合計  7,528,828 100.0 6,797,937 100.0 △730,890
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

比較 

増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※１ 644,116 480,631  

２ 買掛金 ※１ 394,036 442,608  

３ 未払費用 ※１ 165,793 158,369  

４ 未払法人税等  87,288 9,358  

５ 賞与引当金  47,382 48,805  

６ その他  34,281 37,913  

流動負債合計  1,372,899 18.2 1,177,687 17.3 △195,212

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  9,405 4,931  

２ 退職給付引当金  322,791 344,865  

３ 役員退職慰労引当金  464,743 30,949  

４ その他  11,044 11,097  

固定負債合計  807,983 10.8 391,843 5.8 △416,140

負債合計  2,180,883 29.0 1,569,530 23.1 △611,352

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金 ※２ 1,649,720 21.9 1,649,720 24.3 －

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,961,693 1,961,693  

(2) その他資本剰余金  27,979 27,979  

資本剰余金合計  1,989,672 26.4 1,989,672 29.2 －

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  120,000 120,000  

(2) その他利益剰余金    

買換資産圧縮積立金  1,957 1,783  

別途積立金  1,800,000 1,500,000  

繰越利益剰余金  △235,952 △34,359  

利益剰余金合計  1,686,004 22.4 1,587,424 23.4 △98,579

４ 自己株式 ※３ △1,558 △0.0 △4,223 △0.1 △2,665

株主資本合計  5,323,839 70.7 5,222,594 76.8 △101,245

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  24,105 5,812  △18,292

評価・換算差額等合計  24,105 0.3 5,812 0.1 △18,292

純資産合計  5,347,945 71.0 5,228,407 76.9 △119,538

負債純資産合計  7,528,828 100.0 6,797,937 100.0 △730,890
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(2) 損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

比較 

増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円）

Ⅰ 売上高 ※１ 6,358,557 100.0 6,407,335 100.0 48,778

Ⅱ 売上原価 ※1,3 4,934,344 77.6 5,183,549 80.9 249,205

売上総利益  1,424,213 22.4 1,223,786 19.1 △200,427

 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※ 

1,2,3 

 

1,316,837 20.7

 

1,240,132 

 

19.4 △76,704

営業利益又は 

営業損失（△）  

 

107,375 1.7

 

△16,346 

 

△0.3 △123,722

Ⅳ 営業外収益 ※1,4 25,925 0.4 58,204 1.0 32,278

Ⅴ 営業外費用 ※3,5 1,745 0.0 4,652 0.1 2,907

経常利益  131,556 2.1 37,205 0.6 △94,351

Ⅵ 特別利益 ※６ 1,860 0.0 13,634 0.2 11,774

Ⅵ 特別損失 ※７ 456,895 7.2 34,385 0.5 △422,509

税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失（△）  

 

△323,478 △5.1

 

16,453 

 

0.3 339,932

法人税、住民税及び事業税  80,000 1.3 2,430 0.0 △77,569

法人税等調整額  △115,938 △1.8 74,592 1.2 190,530

当期純損失（△）  △287,540 △4.5 △60,569 △0.9 226,971
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金

資本 
準備金 

その他
資本 
剰余金

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 買換資産

圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 9,166 2,150,000 △242,258 2,036,908 △857 5,675,444

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △63,363 △63,363 △63,363

当期純損失  △287,540 △287,540 △287,540

自己株式の取得    △700 △700

前期買換資産圧縮 
積立金の取崩 

 △754 754 ― ―

買換資産圧縮 
積立金の取崩 

 △6,454 6,454 ― ―

別途積立金の取崩  △350,000 350,000 ― ―

株主資本以外の 
項目の事業年度中の
変動額(純額) 

   

事業年度中の変動額
合計（千円） 

― ― ― ― ― △7,209 △350,000 6,305 △350,904 △700 △351,605

平成19年３月31日 
残高（千円） 

1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,957 1,800,000 △235,952 1,686,004 △1,558 5,323,839

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日 
残高（千円） 32,761 32,761 5,708,206

事業年度中の変動額   

剰余金の配当   △63,363

当期純損失   △287,540

自己株式の取得   △700

前期買換資産圧縮 
積立金の取崩   ―

買換資産圧縮 
積立金の取崩   ―

別途積立金の取崩   ―

株主資本以外の 
項目の事業年度中の
変動額(純額) 

△8,655 △8,655 △8,655

事業年度中の変動額
合計（千円） △8,655 △8,655 △360,261

平成19年３月31日 
残高（千円） 24,105 24,105 5,347,945
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当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金

資本 
準備金 

その他
資本 
剰余金

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 買換資産

圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成19年３月31日 
残高（千円） 1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,957 1,800,000 △235,952 1,686,004 △1,558 5,323,839

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △38,010 △38,010 △38,010

当期純損失  △60,569 △60,569 △60,569

自己株式の取得    △2,665 △2,665

買換資産圧縮 
積立金の取崩  △173 173 ― ―

別途積立金の取崩  △300,000 300,000 ― ―

株主資本以外の 
項目の事業年度中の
変動額(純額) 

   

事業年度中の変動額
合計（千円） ― ― ― ― ― △173 △300,000 201,593 △98,579 △2,665 △101,245

平成20年３月31日 
残高（千円） 1,649,720 1,961,693 27,979 1,989,672 120,000 1,783 1,500,000 △34,359 1,587,424 △4,223 5,222,594

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計

平成19年３月31日 
残高（千円） 24,105 24,105 5,347,945

事業年度中の変動額   

剰余金の配当   △38,010

当期純損失   △60,569

自己株式の取得   △2,665

買換資産圧縮 
積立金の取崩   ―

別途積立金の取崩   ―

株主資本以外の 
項目の事業年度中の
変動額(純額) 

△18,292 △18,292 △18,292

事業年度中の変動額
合計（千円） △18,292 △18,292 △119,538

平成20年３月31日 
残高（千円） 5,812 5,812 5,228,407
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 
△323,478 

 
16,453 

減価償却費 202,221 213,351 

 貸倒引当金の増加額 11,149 4,086 

 賞与引当金の増加･減少(△)額 △36 1,423 

役員退職慰労引当金の増加･減少(△)額 464,743 △433,794 

退職給付引当金の増加額 2,603 22,074 

 受取利息及び受取配当金 △2,361 △2,767 

 支払利息 ― 202 

 手形売却損 153 ― 

 有形固定資産除売却損 2,710 9,593 

 有形固定資産売却益 △1,860 △70 

 親会社株式売却益 ― △13,063 

投資有価証券評価損 ― 201 

 その他の投資等売却益 ― △3,533 

 売上債権の増加額 △414,298 △37,659 

 たな卸資産の増加額 △124,639 △62,302 

 営業保証金の増加額 △1,987 △1,910 

 仕入債務の増加･減少(△)額 121,549 △115,679 

 未払事業税の減少額 △769 △447 

 未払費用の減少額 △18,321 △7,424 

 未払消費税等の減少額 △10,640 △5,334 

 その他 4,585 △19,241 

小計 △88,676  △435,845 △347,168

 利息及び配当金の受取額 2,361 2,717 

 利息の支払額 ― △202 

 手形売却損 △689 ― 

 法人税等の支払額 △5,637 △116,255 

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,642 △549,586 △456,943

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △377,612 △410,752 

 有形固定資産の売却による収入 20,440 1,296 

 無形固定資産の取得による支出 ― △13,181 

 親会社株式の売却による収入 ― 17,241 

 その他の支出 △1,782 △2,853 

 その他の収入 1,723 20,227 

投資活動によるキャッシュ・フロー △357,231 △388,021 △30,790

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △700 △2,665 

 配当金の支払額 △62,236 △37,816 

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,937 △40,481 22,456

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △512,811 △978,089 △465,277

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,988,515 1,475,704 △512,811

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,475,704 497,615 △978,089
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(5) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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） 

時価の無いもの 

移動平均法による原価法 

（追加情報） 

当社においては、平成19年２月14日

から平成19年３月14日の間、株式会社

デイ・シイによる友好的ＴＯＢが行わ

れました。株式会社デイ・シイは当社

の発行済株式総数の 51.00％の株式を

取得し、当社は、株式会社デイ・シイ

の連結対象の子会社となりました。こ

れに伴い前期までは、「投資有価証券

」として固定資産に表示していた株式

会社デイ・シイ株式の当社保有分を、

当期より「関係会社株式」として流動

資産に表示しております。これにより

損益に与える影響はありません。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価の無いもの 

同左 

１       ８ 

 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品（型枠） 

総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品（その他） 

最終仕入原価法による原価法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵

品（型枠） 

同左 

(2) 貯蔵品（その他） 

同左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに機械及び装置のうち

合成樹脂（プラスチック）成型加

工用設備については定額法を採用

しております。 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物     ７～38年 

機械及び装置 ２～12年 

(1) 有形固定資産 

a 建物（建物附属設備は除く） 

①平成10年３月31日以前に取得したも

の 

旧定率法によっております。 

②平成10年４月１日から平成19年３月

31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

③平成19年４月１日以降に取得したも

の 

定額法によっております。 

b 機械及び装置のうち合成樹脂（プラ

スチック）成型加工用設備 

①平成19年３月31日以前に取得したも

の 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１       ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１       ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法 

ただし、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。 

なお、その他の無形固定資産の

耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

旧定額法によっております。 

②平成19年４月１日以降に取得したも

の 

定額法によっております。 

c 上記以外 

①平成19年３月31日以前に取得したも

の 

旧定率法によっております。 

②平成19年４月１日以降に取得したも

の 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     ７～38年 

機械及び装置 ２～12年 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これにより売上総利益が6,109千円

減少し、営業損失が6,384千円増加、

経常利益、税引前当期純利益が6,384

千円それぞれ減少し、当期純損失が

6,384千円増加しております。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得したものについては

償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によ

っております。 

これにより、売上総利益が15,864千

円減少し、営業損失が17,965千円増加

し、経常利益、税引前当期純利益が

18,102千円それぞれ減少し、当期純損

失が18,102千円増加しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

ております。 

(3) 長期前払費用 

均等償却 

なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

将来において発生する貸倒れによ

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

回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるため

支給見込額の当期負担額を計上して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の額に基づき、当期末に発生

している額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異について

は、簡便法を採用しておりますので

発生しておりません。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金支給内規に基

づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

（会計処理の変更） 

役員退職慰労金につきましては、従

来、支出時の費用として処理しており

ましたが、当期より支給内規に基づく

期末要支給額を固定負債の役員退職慰

労引当金に計上する方法に変更してお

ります。 

この変更は、役員の退職慰労金を引

当計上する会計慣行が定着しつつある

ことをふまえ、当期に退職慰労金に関

する規定の整備・改定を行ったことを

契機として、役員の退職時の費用を役

員の在任期間に応じて適正に配分する

ことにより期間損益の適正化及び財務

体質の健全化を図ることを目的として

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

１       ８ 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

行ったものであります。 

この変更に伴い、当期発生額19,356

千円を販売費及び一般管理費に、過年

度対応額 445,387千円を特別損失に計

上しており、従来の方法によった場合

に比べて、経常利益は19,356千円、税

引前当期純利益は 464,743千円それぞ

れ減少しております。 

なお、当該会計処理の変更が当下半

期に行われたのは、「役員退職慰労金

内規」の整備を進めてきた結果、平成

19年２月13日開催の取締役会で合意が

得られたことによります。 

従って、当中間期は従来の方法によ

っており、変更後の方法によった場合

と比べ、当中間期の営業利益及び経常

利益は 9,678千円、税引前中間純利益

は 455,065千円多く計上されておりま

す。 

５．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日が到来し、流動性が

高く、容易に換金可能で、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的投資からなっております。 

同左 

６．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 

７．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1) 適格退職年金制度 

①昭和44年10月20日より退職金制度の

60％について適格退職年金制度を採

用しております。 

②平成19年３月31日現在の年金資産の

計上額 

131,182千円 

③過去勤務債務の額の処理年数 

９年６ヶ月 

(2) 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、税抜き方式によっております。

(1) 適格退職年金制度 

①      同左 

 

 

②平成20年３月31日現在の年金資産の

計上額 

119,882千円 

③過去勤務債務の額の処理年数 

同左 

(2) 消費税等の会計処理 

同左 
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(6) 重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

当事業年度から「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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は 5,347,945千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

１       ８ 

 

１       ８ 

 

（出荷調整金及び代行試験料の会計処理方法変更） 

従来、生コンクリートの出荷調整時において発生

する調整額及び試験の代行料を売上高として計上し

ておりましたが、当事業年度より同調整額及び代行

試験料を営業外損益として計上しております。 

この変更は、株式会社デイ・シイの連結子会社と

なったことにより、親会社グループの会計処理に準

じたものであります。 

この変更により、従来の方法によった場合と比較

して、売上総利益が26,792千円減少し、営業損失が

26,792千円増加しておりますが、経常利益、税引前

当期純利益及び当期純損失に与える影響はありませ

ん。 
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(7) 注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１ 担保に供している資産及び対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

土地             15,000 千円 

投資その他の資産（保証金）  71,859  

計             86,859 

(2) 対応する債務 

支払手形            5,523 千円 

買掛金            12,229 

未払費用             499   

計             18,251 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式  40,170,000 株 

発行済株式総数 普通株式  12,676,860 株 

（注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当

する株式数を減ずる」旨を定款に定めておりま

す。 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

6,713株であります。 

４ 保証債務 

東関東生コン協同組合 38,716千円

（生コンクリート協同組合登録販売店の

同組合からの仕入債務に対する加盟各社

による連帯保証（総額1,058,127千円）の

うち当社負担額） 

千葉北部生コンクリート 

協同組合 37,077千円

（生コンクリート協同組合登録販売店の

同組合からの仕入債務に対する加盟各社

による連帯保証（総額122,772千円）のう

ち当社負担額） 

計 75,794千円

※５ 有形固定資産の減価償却累計額 3,548,590 千円

※１ 担保に供している資産及び対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

土地             15,000 千円 

投資その他の資産（保証金）  73,769  

計             88,769 

(2) 対応する債務 

支払手形            5,153 千円 

買掛金             3,395 

未払費用             636   

計              9,185 

※２      １       ８ 

 

 

 

 

 

※３      １       ８

 

 

４ 保証債務 

東関東生コン協同組合 45,348千円

（生コンクリート協同組合登録販売店の

同組合からの仕入債務に対する加盟各社

による連帯保証（総額1,235,316千円）の

うち当社負担額） 

千葉北部生コンクリート 

協同組合 46,852千円

（生コンクリート協同組合登録販売店の

同組合からの仕入債務に対する加盟各社

による連帯保証（総額124,868千円）のう

ち当社負担額） 

計 92,200千円

※５ 有形固定資産の減価償却累計額 3,666,506 千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

生コンの販売          1,951 千円 

材料仕入高          32,929 

出向人件費          26,069 

受取配当金            162 

※２ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

123,972 千円 

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産        202,021 千円 

無形固定資産          200 

※４ 営業外収益のうち主要項目 

賃貸収入           3,564 千円 

仕入割引           11,479 

 

 

※５ 営業外費用のうち主要項目 

手形売却損           153 千円 

売上割引           1,360 

※６ 特別利益のうち主要項目 

固定資産売却益        1,860 千円 

※７ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除売却損       2,710 千円 

工場閉鎖撤去費用       1,768 

役員退職慰労引当金繰入額  445,387 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

管路製品の販売          327 千円 

材料仕入高          28,331 

その他の営業費用       15,939 

受取配当金            162 

※２ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

99,535 千円 

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産        213,007 千円 

無形固定資産          344 

※４ 営業外収益のうち主要項目 

賃貸収入           3,353 千円 

仕入割引           12,374 

出荷調整金          21,727 

代行試験料          5,064 

※５ 営業外費用のうち主要項目 

支払利息            202 千円 

売上割引           2,910 

※６ 特別利益のうち主要項目 

親会社株式売却益       13,063 千円 

※７ 特別損失のうち主要項目 

固定資産除売却損        9,593 千円 

固定資産撤去費用        4,528 

株式公開買付関連費用     20,044 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 12,676,860 － － 12,676,860

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 4,113 2,600 － 6,713

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 2,600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 

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 63,363 ５ 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 普通株式 38,010 利益剰余金 ３ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 12,676,860 － － 12,676,860

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 6,713 12,313 － 19,026

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
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単元未満株式の買取りによる増加 12,313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 

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19年６月28日 
定時株主総会 普通株式 38,010 ３ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 普通株式 37,973 利益剰余金 ３ 平成20年３月31日 平成20年６月28日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定     1,475,704千円

現金及び現金同等物    1,475,704千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定       497,615千円

現金及び現金同等物      497,615千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

車両運搬具 14,689   4,567   10,121   

工具器具及
び備品 106,750   65,813   40,937   

合計 121,439   70,380   51,059   

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため「支払利子込み法」により算定しており

ます。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内                 29,336千円

１年超                 21,722千円

計                   51,059千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため「支払利子込み法」により

算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料           30,903千円

（減価償却費相当額） 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引未経過リース料 

１年内              5,256千円

１年超              6,313千円 

合計               11,570千円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

１．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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

車両運搬具 10,767   3,398   7,369   

工具器具及
び備品 77,321   58,482   18,839   

合計 88,089   61,880   26,208   

同左 

 

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内                 16,090千円

１年超                 10,117千円

計                   26,208千円

同左 

 

 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料           29,213千円

（減価償却費相当額） 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

２．オペレーティング・リース取引未経過リース料 

１年内              5,483千円

１年超              3,408千円 

合計               8,892千円

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

区分 種類 

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

①株式 13,564 51,638 38,073 4,895 15,138 10,242

②債券 ― ― ― ― ― ― 

③その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 13,564 51,638 38,073 4,895 15,138 10,242

①株式 12,991 10,625 △2,366 17,281 16,566 △715

②債券 ― ― ― ― ― ― 

③その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 12,991 10,625 △2,366 17,281 16,566 △715

合計 26,555 62,263 35,707 22,176 31,704 9,527

（注）その他有価証券で時価のある株式について、時価が取得原価を 30％以上下落したものについては原則

として減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

種類 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 2,000 2,000 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券 

種類 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

その他有価証券 
親会社株式 

１       ８ 売却額     17,241千円 

売却益の合計額 13,063千円 
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該

当事項はありません。 

同左 

 

（持分法損益等） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（
被所有）
割合 
（％）

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

建材の 
販売 

1,951 売掛金 ―

買掛金 2,770原材料の
仕入 

32,929 
支払手形 5,529

親会社 
株式会社 
デイ・ 
シイ 

神奈川県
川崎市 
川崎区 

4,013 
セメント
・骨材の
製造販売

被所有 
直接51.2

出向 
２人

兼任 
２人

原材料の
仕入 

受入出向
費用 

26,069 未払費用 1,958

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格に基づき交渉の上決定しております。 

 

当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（
被所有）
割合 
（％）

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

管路製品
の販売 

327 売掛金 －

買掛金 11,770原材料の
仕入 

28,331 
支払手形 3,631

親会社 
株式会社 
デイ・ 
シイ 

神奈川県
川崎市 
川崎区 

4,013 
セメント
・骨材の
製造販売

被所有 
直接96.0

出向 
１人

兼任 
１人

原材料の
仕入 

受入出向
費用等 

15,939 未払費用 1,949

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格に基づき交渉の上決定しております。 

(2) 兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（
被所有）
割合 
（％）

役員の
兼任等

事業上の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

生コンの
販売 

14,791 売掛金 339

原材料の
仕入 

37,968 買掛金 6,746
親会社の 
子会社 

ウツイ・ 
デイシイ 
興産 
株式会社 

神奈川県
川崎市 
川崎区 

20 
セメント
関連事業

－ －
原材料の
仕入 

商品の 
仕入 

35,680 支払手形 11,125

売掛金 ９商製品の
販売 

6,220 
受取手形 3,374親会社の 

子会社 
新生工業 
株式会社 

東京都 
中央区 

350 
生コンクリー
ト・コンクリ
ート二次製品
事業 

－ －
管路製品
の販売 

運賃の 
支払 

446 未払費用 －

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格に基づき交渉の上決定しております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産           （千円） 

退職給付引当金         130,956 

役員退職慰労引当金       188,546 

減損損失            183,617 

その他             73,837  

繰延税金資産小計         576,958 

評価性引当額         △465,426  

繰延税金資産合計         111,532 

繰延税金負債 

買換資産圧縮積立金       △1,335 

その他有価証券評価差額金   △11,601  

繰延税金負債合計        △12,937  

繰延税金資産の純額        98,594  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

当事業年度については、当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産           （千円） 

減損損失            180,985 

繰越欠損金           173,430 

退職給付引当金         139,911 

その他             90,159  

繰延税金資産小計         584,487 

評価性引当額         △547,666  

繰延税金資産合計         36,821 

繰延税金負債 

買換資産圧縮積立金       △1,217 

その他有価証券評価差額金    △3,714  

繰延税金負債合計         △4,931  

繰延税金資産の純額       31,889  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

当事業年度については、当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を併用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） 453,973 464,747 

(2) 年金資産（千円） 131,182 119,882 

(3) 退職給付引当金（千円） 322,791 344,865 

（注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

退職給付費用（千円） 38,851 66,985 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、退職給付債務の算定に当たり簡便法を採用しておりますので、基礎率については記載しており

ません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（企業結合等関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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(１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額           422.09円 

１株当たり当期純損失金額         22.69円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額           413.05円 

１株当たり当期純損失金額         4.78円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当期純損失（千円） 287,540 60,569 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 287,540 60,569 

期中平均株式数（千株） 12,671 12,668 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日）

増減 

部門 

数量 金額 
（千円） 

数量 金額 
（千円） 

数量 金額 
（千円） 

管路 ― 3,006,969 ― 3,198,952 ― 191,982 

生コンクリート 
㎥ 

202,253 
 

2,386,819 
㎥ 

194,243 
 

2,251,457 
㎥ 

△8,010 
 

△135,361 

合計 ― 5,393,788 ― 5,450,409 ― 56,621 

（注）１．管路製品の生産数量については、素材や取扱品目が多岐にわたるため、表示が困難であり、記載を

省略しております。 

なお、管路製品には外注加工品が含まれております。 

２．金額は販売価格によって算出しております。 

３．消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

生コンクリート 

受注高 受注残高  

数量（㎥） 金額（千円） 数量（㎥） 金額（千円）

当期（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 180,023 2,129,165 54,150 465,690 

前期（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 208,453 2,440,139 68,370 587,982 

増減 △28,430 △310,973 △14,220 △122,292 

（注）１．金額は販売価格によって算出しております。 

２．消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日）

増減 

部門 

数量 金額 
（千円） 

数量 金額 
（千円） 

数量 金額 
（千円） 

管路  2,900,749  3,089,274  188,524 

生コンクリート 
㎥ 

202,253 
 

2,386,819 
㎥ 

194,243 
 

2,251,457 
㎥ 

△8,010 
 

△135,361 

製品計  5,287,568  5,340,732  53,163 

セメント 
ｔ 

83,140 
 

778,140 
ｔ 

66,803 
 

638,056 
ｔ 

△16,337 
 

△140,083 

その他建材品  292,848  428,546  135,698 

商品計  1,070,989  1,066,603  △4,385 

合計  6,358,557  6,407,335  48,778 

（注）１．管路製品の販売数量については、素材や取扱品目が多岐にわたるため、表示が困難であり記載を省

略しております。 

なお、管路製品には外注加工品が含まれております。 

２．金額は販売価格によって算出しております。 

３．消費税等は含まれておりません。 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取 締 役           森
もり

   紀
のり

 雄
お

 （現 株式会社デイ・シイ 顧問） 

・再任予定取締役 

取締役常務執行役員  小
お

 島
じま

 丈
たけ

 治
はる

 

・退任予定取締役  

取 締 役           濱
はま

 崎
さき

 泰
やす

 行
ゆき

  

・再任予定監査役 

社外監査役         藤
ふじ

 田
た

 利
とし

 雄
お

 

(常勤） 

・退任予定監査役 

社外監査役         宮
みや

 北
きた

 孝
こう

 一
いち

 

③異動予定日 

平成20年６月27日 
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