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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については、記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失については、第124期事業年度末において関連会社がなくな

りましたので、記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第124期中 第125期中 第126期中 第124期 第125期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 6,691,758 5,606,005 5,370,162 15,225,931 15,287,995

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) △100,892 △162,163 △165,698 45,002 △13,087

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △63,931 △241,835 △255,549 20,954 △120,885

持分法を適用した 
場合の投資利益 
又は投資損失(△)

(千円) △15,138 ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,204,900 1,204,900 1,204,900 1,204,900 1,204,900

発行済株式総数 (株) 13,233,000 13,233,000 13,233,000 13,233,000 13,233,000

純資産額 (千円) 8,287,657 8,017,270 7,822,956 8,391,947 8,151,897

総資産額 (千円) 14,115,382 13,577,051 13,221,444 14,884,986 15,610,435

１株当たり純資産額 (円) 627.33 607.33 593.42 634.02 618.01

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり中間 (当
期)純損失(△)

(円) △4.84 △18.31 △19.38 0.29 △9.27

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― 7.50 7.50

自己資本比率 (％) 58.7 59.1 59.2 56.4 52.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 304,423 279,740 166,488 673,883 124,749

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △53,490 △176,350 △60,136 △145,442 △287,382

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 100,559 197,860 298,300 △100,096 △110,595

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 1,180,137 1,558,241 1,388,415 1,256,991 983,763

従業員数 (名) 453 414 377 422 384



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変

更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

会社と組合の間は、円満に推移しており、特に記載すべき事項はありません。 

  

  

従業員数(名) 377



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間（自平成17年４月１日至平成17年９月30日）における我が国経済は、輸出の回復、企

業の在庫調整の進捗などから昨年夏以来続いてきた景気の踊り場局面はほぼ脱却したとみられ、企業収

益向上を背景として設備投資の回復、雇用、所得環境の改善に伴い、個人消費、住宅投資は堅調に推移

しました。 

 しかし、当社の主要需要先である建設業界に於きましては、企業収益の改善に伴って民間部門では明

るさが見られたものの、政府財政政策の改善を背景に予算縮減が続く公共部門の投資額は、引続き減少

の一途を辿っているため、依然として建設業界の景気は厳しく受注競争は熾烈であり厳しい状況が続い

ております。 

 このような経営環境の中で当社は、従前にまして営業活動を鋭意推進し受注の確保に努めるかたわ

ら、引続きコストの低減を強力に推進してまいりましたが、状況悪化に伴い受注高は５８億１千４百万

円と前年同期に比べ6.9％の減少となりました。又、売上高は53億７千万円となり、前年同期に比べ

4.2％の減収であります。この結果、損益面におきまして売上高の減収により、販売費及び一般管理費

等の経費の節減努力に拘わらず、当中間会計期間の営業損失は１億６千３百万円（前年同期営業損失１

億５千万円）となりました。経常損失も１億６千５百万円（前年同期経常損失１億６千２百万円）とな

り、更に特別損失として、固定資産の減損損失等２千６百万円を処理した結果、中間純損失は２億５千

５百万円（前年同期中間純損失２億４千１百万円）となりました。 

 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

 セメント二次製品部門は、財政政策の改善を背景に予算縮減が続く公共投資は引続き減少傾向にあ

り、コンクリート製品も需要量の減少と同業社間の競争の激化による価格の下落等により厳しい市場環

境の続く中、受注高は25億８千万円（前年同期比17.9％減少）、売上高は22億１千７百万円（前年同期

比14.7％減少）となりました。 

 工事部門は、ボックスカルバート等の工事関連製品の受注が減少した影響により、受注高は２億４千

５百万円（前年同期比18.6％減少）、売上高は２億６千３百万円（前年同期比13.5％減少）となりまし

た。 

 その他部門は、工事用資材及びコンクリート製品に装着する資材等並びに不動産賃貸で、受注高は29

億８千７百万円（前年同期比6.9％増加）、売上高は28億８千８百万円（前年同期比7.0％増加）となり

ました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）の増加は４億４百万円（前年同

期比＋34.3％）であり、また、資金の当中間会計期間末残高は13億８千８百万円となり、前中間会計期

間末に比べ、１億６千９百万円（前年同期比△10.9％）減少しております。 

 

（現金及び現金同等物の範囲について） 

 当社のキャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は手許現金・要求払い預金に限定しておりま

す。 

 

（営業活動におけるキャッシュ・フローの状況） 

 営業活動における資金収支は、税引前中間純損失が１億９千２百万円でありましたが、減価償却費９

千２百万円及び売上債権の圧縮31億７千６百万円により、仕入債務23億２千２百万円の削減、更に棚卸

資産の増加額４億２千８百万円等を賄い、資金の増加は１億６千６百万円（前年同期比△40.5％）とな

りました。 

 

（投資活動におけるキャッシュ・フローの状況） 

 投資活動による資金収支は、有形固定資産の取得による支出６千２百万円等により、資金の減少は６

千万円（前年同期比△65.9％）となりました。 

 

（財務活動におけるキャッシュ・フローの状況） 

 財務活動による資金収支は、短期借入金による収入４億円より、配当金の支払額９千７百万円、自己

株式の取得３百万円を差引き、資金の増加は２億９千８百万円（前年同期比＋50.8％）となりました。

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 生産金額は製造原価であります。 

２ 上記の他に同業他社等よりの仕入製品等が224,966千円（前年同期比△28.0％）あります。 

３ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２ その他部門の主な内容は、工事施工に併せて使用する資材及び土木建設業者より受注の工事用資材であり、

受注高は26億９千２百万円（受注高割合46.3％）であります。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２ その他部門の主な内容は、工事施工に併せて使用する資材及び土木建設業者より受注の工事用資材であり、

売上高は25億９千３百万円（売上高割合48.3％）であります。 

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、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

  

事業部門
生産高 前年同期比(％)

数量 金額 数量 金額

セメント二次製品部門 83,347屯 1,927,600千円 △2.0 △5.9

事業部門

受注高 受注残高

数量 金額

前年同期比
(％)

数量 金額

前年同期比
(％)

数量 金額 数量 金額

セメント二次製品部門 88,697屯 2,580,879千円 △7.0 △17.9 57,364屯 1,601,413千円 △13.0 △27.9

工事部門 ― 245,615 ― △18.6 ― 94,864 ― △46.4

その他部門 ― 2,987,762 ― ＋6.9 ― 617,330 ― △3.9

合計 88,697 5,814,257 △7.0 △6.9 57,364 2,313,607 △13.0 △23.9

事業部門
販売高 前年同期比(％)

数量 金額 数量 金額

セメント二次製品部門 67,392屯 2,217,686千円 △15.0 △14.7

工事部門 ― 263,696 ― △13.5

その他部門 ― 2,888,779 ― ＋7.0

合計 67,392 5,370,162 △15.0 △4.2

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

塚本總業㈱ 1,008,972 18.0 1,291,595 24.1



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社の研究開発活動は、技術部を中心として行われております。 

 当中間会計期間の研究開発活動は、セメント二次製品部門における、軽量骨材を使用したコンクリート

製品の研究であり、研究開発の金額は1,328千円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

特記すべき事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

千葉工場用地（千葉県市原市所在、面積6,283平方米）の売却を予定しておりますが、生産能力への

影響は軽微であります。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 13,233,000 13,233,000
東京証券取引所
(市場第二部)

―

計 13,233,000 13,233,000 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年９月30日 ― 13,233,000 ― 1,204,900 ― 819,054

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町８番１号 2,802 21.18

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 1,791 13.53

日本ヒューム株式会社 東京都港区新橋５－33－11 1,344 10.15

藤田剛 千葉県浦安市舞浜２－39－３ 678 5.12

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 651 4.91

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 374 2.82

廣田証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜１－１－24 300 2.26

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 249 1.88

株式会社だいこう証券ビジネス 
（自己融資口）

大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 245 1.85

高周波熱錬株式会社 東京都品川区東五反田２－17－１ 218 1.65

計 ― 8,653 65.39



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

また、「総株主の議決権」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式220株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

 普通株式 50,000
―

権利内容に何ら限定のない 
当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,035,000
13,035 同上

単元未満株式
普通株式

148,000
― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 13,233,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,035 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
旭コンクリート工業 
株式会社

東京都中央区築地 
１－８－２

50,000 ― 50,000 0.38

計 ― 50,000 ― 50,000 0.38



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

  

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 830 824 809 765 765 690

最低(円) 739 782 685 685 670 591



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５

号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月

30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、

公認会計士原田 章及び公認会計士福田敏裕の両氏による中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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

現金及び預金 4,258,241 4,088,415 3,683,763 

受取手形 1,624,708 1,687,410 3,551,868 

売掛金 1,459,534 1,257,894 2,586,874 

たな卸資産 2,012,276 2,066,475 1,638,102 

その他 300,164 266,416 231,404 

貸倒引当金 △ 22,511 △ 21,961 △ 45,152

流動資産合計 9,632,414 70.9 9,344,651 70.7 11,646,862 74.6

Ⅱ 固定資産

有形固定資産
※１ 
※２ 
※３

建物 450,078 416,145 432,318

機械及び装置 230,094 198,590 215,328

土地 1,786,378 1,766,329 1,786,378

その他 353,716 311,875 333,245

有形固定資産計 2,820,268 20.8 2,692,941 20.4 2,767,271 17.7

無形固定資産 74,661 0.6 73,179 0.5 73,837 0.5

投資その他の資産 ※３

投資その他の資産 1,064,621 1,125,657 1,137,449

貸倒引当金 △ 14,915 △ 14,985 △ 14,985

投資その他の資産計 1,049,706 7.7 1,110,672 8.4 1,122,464 7.2

固定資産合計 3,944,636 29.1 3,876,793 29.3 3,963,573 25.4

資産合計 13,577,051 100.0 13,221,444 100.0 15,610,435 100.0



前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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

支払手形 2,451,157 2,292,529 3,925,535

買掛金 959,019 954,496 1,643,673

短期借入金 ※３ 1,300,000 1,400,000 1,000,000

未払法人税等 32,697 33,130 49,791

賞与引当金 146,789 144,650 149,794

その他 246,889 249,700 256,399

流動負債合計 5,136,553 37.8 5,074,506 38.4 7,025,194 45.0

Ⅱ 固定負債

退職給付引当金 80,573 62,403 77,693

役員退職慰労引当金 342,652 261,578 355,650

固定負債合計 423,226 3.1 323,981 2.4 433,343 2.8

負債合計 5,559,780 40.9 5,398,488 40.8 7,458,538 47.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,204,900 8.9 1,204,900 9.1 1,204,900 7.7

Ⅱ 資本剰余金

資本準備金 819,054 819,054 819,054

資本剰余金合計 819,054 6.0 819,054 6.2 819,054 5.2

Ⅲ 利益剰余金

利益準備金 301,225 301,225 301,225

任意積立金 5,627,733 5,617,835 5,627,733

中間（当期）未処分 
利益

25,346 ー 146,296

中間未処理損失 ー 199,784 ー

利益剰余金合計 5,954,305 43.9 5,719,275 43.3 6,075,255 38.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

49,534 0.4 102,434 0.8 71,470 0.5

Ⅴ 自己株式 △ 10,523 △ 0.1 △ 22,708 △ 0.2 △ 18,783 △ 0.1

資本合計 8,017,270 59.1 7,822,956 59.2 8,151,897 52.2

負債及び資本合計 13,577,051 100.0 13,221,444 100.0 15,610,435 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 5,606,005 100.0 5,370,162 100.0 15,287,995 100.0

Ⅱ 売上原価 5,013,974 89.4 4,868,774 90.7 13,846,596 90.6

売上総利益 592,031 10.6 501,387 9.3 1,441,399 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 742,728 13.3 665,271 12.4 1,429,544 9.3

営業利益 ― ― ― ― 11,854 0.1

営業損失 150,697 2.7 163,883 3.1 ― ―

Ⅳ 営業外収益 ※１ 19,030 0.3 18,871 0.4 30,126 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 30,497 0.5 20,686 0.4 55,067 0.4

経常損失 162,163 2.9 165,698 3.1 13,087 0.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 25 0.0 ― ― 25 0.0

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５ 

49,279 0.9 26,770 0.5 84,286 0.5

税引前中間（当期） 
純損失

211,417 3.8 192,469 3.6 97,347 0.6

法人税、住民税 
及び事業税

9,814 9,814 19,628

法人税等調整額 20,604 30,418 0.5 53,265 63,079 1.2 3,910 23,538 0.2

中間（当期）純損失 241,835 4.3 255,549 4.8 120,885 0.8

前期繰越利益 267,182 55,764 267,182

中間（当期）未処分
利益

25,346 ― 146,296

中間未処理損失 ― 199,784 ―



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 税引前中間（当期）
純損失

△ 211,417 △ 192,469 △ 97,347

２ 減価償却費 110,018 92,291 239,131

３ 減損損失 ─ 20,048 ─

４ 退職給付引当金の減少額 △ 6,024 △ 15,290 △ 8,904

５ 役員退職慰労引当金の
減少額

△ 29,843 △ 94,072 △ 16,845

６ 貸倒引当金の増加額 
  又は減少額(△)

9,927 △ 23,191 32,638

７ 賞与引当金の減少額 △ 26,217 △ 5,144 △ 23,212

８ 受取利息及び受取配当金 △ 8,403 △ 9,704 △ 9,743

９ 受取損害保険満期返戻金 △ 160 ― △ 160

10 支払利息及び手形売却損 16,181 16,794 35,079

11 有形固定資産除却損 2,322 4,608 9,946

12 投資有価証券売却益 △ 25 ― △ 25

13 投資有価証券消却損 ― 83 947

14 投資有価証券評価損 46,857 ― 46,857

15 売上債権の減少額 
  又は増加額(△)

1,957,196 3,176,090 △ 1,079,567

16 棚卸資産の減少額 
  又は増加額(△)

△ 373,798 △ 428,374 378

17 その他の資産の減少額
又は増加額(△)

△ 27,729 △ 16,547 19,000

18 仕入債務の増加額 
  又は減少額(△)

△ 1,107,374 △ 2,322,183 1,051,656

19 未払消費税等の減少額 △ 39,407 △ 17,847 △ 22,282

20 その他の債務の増加額 
  又は減少額(△)

△ 33,574 22,067 △ 36,682

21 役員賞与の支払額 △ 17,000 △ 1,520 △ 17,000

小計 261,530 205,640 123,865

22 利息及び配当金の受取額 7,077 8,283 8,284

23 利息及び割引料の支払額 △ 16,358 △ 17,374 △ 34,891

28 法人税等の還付額 31,447 1,343 31,447

29 法人税等の支払額 △ 3,956 △ 31,404 △ 3,956

営業活動による 
キャッシュ・フロー

279,740 166,488 124,749

 



 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 社債償還による収入 3,000 ─ 3,000

２ 投資有価証券の取得
による支出

△ 300 △ 300 △ 100,598

３ 投資有価証券の売却
による収入

88 ─ 50,088

４ 有形固定資産の取得
による支出

△ 83,559 △ 62,333 △ 150,774

５ 貸付による支出 △ 300 △ 1,000 △ 2,800

６ 貸付金の回収による収入 1,200 1,725 4,000

７ 出資金の回収による収入 ─ 2,000 ─

８ 保証金差入による支出 △ 1,521 △ 3,512 △ 2,197

９ 保証金の回収による収入 3,609 3,284 10,466

10 その他の投資の支出 △ 100,000 △ 100,000 △ 100,000

11 その他の投資の回収
による収入

1,433 100,000 1,433

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△ 176,350 △ 60,136 △ 287,382

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

１ 短期借入による収入 300,000 400,000 400,000

２ 短期借入金の返済
による支出

─ ─ △ 400,000

３ 自己株式の取得による支出 △ 3,538 △ 3,925 △ 11,798

４ 配当金の支払額 △ 98,602 △ 97,775 △ 98,797

財務活動による 
キャッシュ・フロー

197,860 298,300 △ 110,595

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増加額又は減少額（△）

301,250 404,652 △ 273,228

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高

1,256,991 983,763 1,256,991

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

1,558,241 1,388,415 983,763



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 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

総平均法により算定する

こととしております。）

    時価のないもの

     総平均法による原価法

(1) 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

同左

(1) 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

     期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平

均法により算定すること

としております。）

    時価のないもの

同左

(2) 棚卸資産

   製品、原材料、貯蔵品

    月次移動平均法による原

価法

(2) 棚卸資産

   製品、原材料、貯蔵品

同左

(2) 棚卸資産

   製品、原材料、貯蔵品

同左

   

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

   定率法(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)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

３年～60年

機械装置及び車輌運搬具

２年～20年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

   自社利用のソフトウェアに

ついて、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。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   中間期末現在に有する債権

の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については、

貸倒実績率によっておりま

す。

   また、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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

   期末現在に有する債権の貸

倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸

倒実績率によっております。

   また、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。



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(2) 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に充

てるため、支給見込額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。

   数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

   数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

   商法施行規則第43条に規定

する引当金であり、役員の退

職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

   

(4) 役員退職慰労引当金

   商法施行規則第43条に規定

する引当金であり、役員の退

職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

   

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

５ 中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フ

ロー計算書)における資

金の範囲

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、要求払い預金

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

 キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

６ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

 消費税及び地方消費税の会計処

理

  消費税及び地方消費税は税抜

方式を採用しております。

  仮払消費税及び地方消費税と

仮受消費税及び地方消費税は

相殺のうえ、中間貸借対照表

の流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

 消費税及び地方消費税の会計処

理

同左

 消費税及び地方消費税の会計処

理

同左

――――



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

     ――――――
（固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。 

 これにより税引前中間純損失は

20,048千円多く計上されておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該資産の金額から直接控除

しております。

    ――――――

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 法人事業税における外形標準課税

部分の中間損益計算書上の表示方法 

 平成16年４月１日より法人事業税

における外形標準課税制度が導入さ

れるのを受けて、実務対応報告第12

号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことに伴い、当中間会計期

間から、同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

の合計額5,285千円を販売費及び一

般管理費として処理しております。 

 これにより、同制度導入前に比

べ、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失はそれぞれ5,285千円多

く計上されております。

    ――――――  法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法 

 平成16年４月１日より法人事業税

における外形標準課税制度が導入さ

れるのを受けて、実務対応報告第12

号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことに伴い、当事業年度か

ら、同実務対応報告に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割の合

計額12,698千円を販売費及び一般管

理費として処理しております。 

 これにより、同制度導入前に比

べ、営業利益は12,698千円少なく、

経常損失及び税引前当期純損失はそ

れぞれ12,698千円多く計上されてお

ります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 3,782,667千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 3,773,083千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 3,769,011千円

※２ 有形固定資産の取得価額から

控除した圧縮記帳累計額

2,612,590千円

※２ 有形固定資産の取得価額から

控除した圧縮記帳累計額

2,611,493千円

※２ 有形固定資産の取得価額から

控除した圧縮記帳累計額

2,611,493千円

 

※３ 担保提供資産

 (1) 有形固定資産

土地 387,750千円

建物 36,573千円

構築物 26,749千円

合計 451,072千円

投資その他の 
資産 
(投資有価証券)

7,936千円

上記資産を短期借入金

700,000千円の担保に供して

おります。

(2) 土地 381,286千円

建物 2,318千円

機械及び装置 5,771千円

合計 389,376千円

 

※３ 担保提供資産

 (1) 有形固定資産

土地 387,750千円

建物 34,380千円

構築物 25,046千円

合計 447,176千円

投資その他の
資産 
(投資有価証券)

13,344千円

上記資産を短期借入金

700,000千円の担保に供して

おります。

(2) 土地 381,286千円

建物 2,173千円

機械及び装置 5,228千円

合計 388,689千円

 

※３ 担保提供資産

 (1) 有形固定資産

土地 387,750千円

建物 35,437千円

構築物 25,845千円

合計 449,033千円

投資その他の 
資産 
(投資有価証券)

12,032千円

上記資産を短期借入金

700,000千円の担保に供して

おります。

(2) 土地 381,286千円

建物 2,240千円

機械及び装置 5,277千円

合計 388,805千円

上記関東工場の資産をもって

工場財団を組成し、短期借入

金300,000千円の担保に供し

ております。

上記関東工場の資産をもって

工場財団を組成し、短期借入

金300,000千円の担保に供し

ております。

上記関東工場の資産をもって

工場財団を組成し、短期借入

金300,000千円の担保に供し

ております。

 

 ４ 受取手形割引高

1,047,228千円

 ５ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行である株式会社みずほ銀

行と当座貸越契約を締結して

おります。

   当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。

   当座貸越極度額の総額

2,100,000千円

    借入実行残高 

1,100,000千円

差引額 1,000,000千円
 

 ４ 受取手形割引高

1,006,113千円

 ５ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行である株式会社みずほ銀

行と当座貸越契約を締結して

おります。

   当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。

   当座貸越極度額の総額

2,100,000千円

    借入実行残高

1,200,000千円

差引額 900,000千円
 

 ４ 受取手形割引高

1,520,318千円

 ５ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行である株式会社みずほ銀

行と当座貸越契約を締結して

おります。

   当事業年度末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高

は次のとおりであります。

   

 

  当座貸越極度額の総額

2,100,000千円

  借入実行残高 

800,000千円

差引額 1,300,000千円



(中間損益計算書関係) 
  

 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,368千円

受取配当金 

鉄屑売却代

6,035千円

1,257千円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,635千円

受取配当金 

鉄屑売却代

8,068千円

3,110千円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3,707千円

受取配当金 6,035千円

鉄屑売却代 3,051千円

仕入債務免除益 4,410千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7,865千円

受取手形売却損 8,315千円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7,993千円

受取手形売却損 8,800千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 16,782千円

受取手形売却損 18,296千円

現場手直し
工事代等

13,352千円

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 25千円

※３ 特別利益の主要項目
    ―――――

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 25千円

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 2,322千円

(主なものは、車輌及び運搬
具 237千円、工具、器具及 
び備品 2,085千円)
投資有価証券評価損

46,857千円

 

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 4,608千円

(主なものは、工具、器具及
び備品 4,589千円、機械及び
装置 19千円）

減損損失 20,048千円

台風災害損失 2,030千円
 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 9,946千円

(主なものは、工具、器具及
び備品 9,179千円、機械及び
装置 411千円、車輌及び運搬
具 355千円）        
投資有価証券評価損

46,857千円

工場閉鎖費用 21,018千円

台風災害損失 5,347千円

※５    ――――――

 

※５ 減損損失
  当中間会計期間において当社
は、以下の資産グループについ
て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

コンクリ
ート製品
製造業

コンクリ
ート製品
製造設備

土地 20,048

和田山工
場

（兵庫県
朝来市）

   当社は、稼動中の事業用資産
については工場別に、賃貸用資
産及び遊休資産については、
個々の資産毎にグルーピングを
行っております。 
 当工場の営業損益が悪化し、
短期的な業績の回復が見込まれ
ず、また、土地の取得価額に対
する時価が下落していることに
より、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（20,048千円）として特別
損失に計上いたしました。 
 減損損失の内訳は土地であり
ます。 
 なお、回収可能価額は固定資
産税評価額に基づいて算出した
正味売却価額により測定してお
ります。 

※５    ――――――

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 108,657千円

無形固定資産 1,361千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 91,633千円

無形固定資産 658千円

６ 減価償却実施額

有形固定資産 236,945千円

無形固定資産 2,185千円



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成16年９月30日現在)

現金及び
預金勘定

4,258,241千円

 計 4,258,241千円

定期預金 △2,700,000千円

現金及び
現金同等物

1,558,241千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

現金及び
預金勘定

4,088,415千円

 計 4,088,415千円

定期預金 △2,700,000千円

現金及び
現金同等物

1,388,415千円

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17年３月31日現在)

現金及び
預金勘定

3,683,763千円

 計 3,683,763千円

定期預金 △2,700,000千円

現金及び
現金同等物

983,763千円



(リース取引関係) 

  

 

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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・リース取引に係る注記

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中間

期末残高相当額

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・リース取引に係る注記

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中間

期末残高相当額

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
車輌 
及び 
運搬具

工具・
器具及
び備品

 
ソフト 
ウェア

 
 

合計

(千円) (千円) (千円) (千円)

取得価額 
相当額

24,798 279,030 ― 303,828

減価償却 
累計額 
相当額

7,935 211,548 ― 219,483

中間期末 
残高 
相当額

16,862 67,481 ― 84,344

車輌 
及び 
運搬具

工具・器具
及び備品  

合計
(千円) (千円) (千円)

取得価額 
相当額

28,588 278,790 307,378

減価償却 
累計額 
相当額

13,038 247,844 260,883

中間期末 
残高 
相当額

15,550 30,945 46,495

 

車輌 
及び 
運搬具

工具・器具
及び備品

 
 
合計

(千円) (千円) (千円)

取得価額 
相当額

24,798 282,882 307,680

減価償却 
累計額 
相当額

10,608 231,068 241,676

期末残高 
相当額

14,189 51,813 66,003

なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高の当該

未経過リース料中間期末残高及

び有形固定資産の中間期末残高

の合計額に占める割合が低いた

め、中間財務諸表等規則第５条

の３で準用する財務諸表等規則

第８条の６第２項の規定に基づ

き、「支払利子込み法」によ

り、算定しております。

同左 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高の当該未経

過リース料期末残高及び有形固

定資産の期末残高の合計額に占

める割合が低いため、財務諸表

等規則第８条の６第２項の規定

に基づき、「支払利子込み法」

により、算定しております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

一年以内 45,617千円

一年超 38,727千円

合計 84,344千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

一年以内 24,504千円

一年超 21,991千円

合計 46,495千円

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 39,844千円

一年超 26,159千円

合計 66,003千円

なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高の当該未経過リー

ス料中間期末残高及び有形固定

資産の中間期末残高の合計額に

占める割合が低いため、中間財

務諸表等規則第５条の３で準用

する財務諸表等規則第８条の６

第２項の規定に基づき、「支払

利子込み法」により、算定して

おります。

同左 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

残高の当該未経過リース料期末

残高及び有形固定資産の期末残

高の合計額に占める割合が低い

ため、財務諸表等規則第８条の

６第２項の規定に基づき、「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 21,923千円

減価償却費相当額 21,923千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 23,298千円

減価償却費相当額 23,298千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 43,767千円

減価償却費相当額 43,767千円

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。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、その他有価証券で時価のあるも

のについて減損処理の対象となるものはありません。 

   なお、減損処理にあたっては、その他有価証券で時価のあるものにつき、時価が取得原価に対し40％以上下落

した場合をもって「時価が著しく下落した」と判定する基準とし、当該基準に基づき、該当する銘柄の有価証

券の時価の回復可能性を判定し、減損処理の要否を決定することとしております。 

   但し、時価が取得原価に対し50％以上下落した場合には、原則として時価の回復可能性を判定することなく減

損処理を行うこととしております。 

  

２ 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、該当事項はありませ

ん。  

 (2)その他有価証券 

 
(注) 前中間会計期間においてその他有価証券で店頭売買有価証券でない非上場株式について46,857千円の減損処理

を行っております。 

  

区分
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

その他有価証券
取得原価 
(千円)

中間貸借
対照表計
上額 
(千円)

差額 
(千円)

取得原価
(千円)

中間貸借
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 73,604 156,795 83,190 74,205 245,671 171,466 73,904 195,471 121,566

② 債券

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③ その他 50,000 49,740 △260 100,000 100,030 30 100,000 98,090 △1,910

計 123,604 206,535 82,930 174,205 345,701 171,496 173,904 293,561 119,656

区分
前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

その他有価証券
中間貸借対照表計上額

(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
貸借対照表計上額 

(千円)

店頭売買有価証券でない非上場株式 201,971 200,941 201,024

計 201,971 200,941 201,024



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、関連会社が存在しないた

め、記載しておりません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

２ １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 607.33円 １株当たり純資産額 593.42円 １株当たり純資産額 618.01円

１株当たり中間純損失 18.31円 １株当たり中間純損失 19.38円 １株当たり当期純損失 9.27円

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純損失金額 

（千円） 241,835 255,549 120,885

普通株主に帰属しない金額 

（千円） ― ― 1,520

（うち利益処分による役員賞与金

（千円）） ― ― 1,520

普 通 株 式 に 係 る 中 間（当 期） 

純損失金額（千円） 241,835 255,549 122,405

普通株式の期中平均株式数（株） 13,205,310 13,185,735 13,200,352



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)  有価証券報告書 
 及びその添付書類

事業年度 
(第125期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月21日

旭コンクリート工業株式会社 

取  締  役  会  御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る旭コンクリート工業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第125期事業年度の中間会

計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任

は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、旭コンクリート工業株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 
  

原田公認会計士事務所

公認会計士   原   田       章   ㊞

福田公認会計士事務所

公認会計士   福    田    敏    裕   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月22日

旭コンクリート工業株式会社 

取  締  役  会  御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る旭コンクリート工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第126期事業年度の中間会

計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任

は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、旭コンクリート工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間より固

定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

原田公認会計士事務所

公認会計士   原   田       章   ㊞

福田公認会計士事務所

公認会計士   福    田    敏    裕   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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