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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 

第一部 【企業情報】

回次 第122期 第123期 第124期 第125期 第126期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 21,309,516 19,448,711 15,225,931 15,287,995 13,444,234

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 291,880 262,354 45,002 △13,087 3,267

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(千円) 83,728 △496,963 20,954 △120,885 △361,949

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) 568 1,305 ― ― ―

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) 9,059,617 8,435,172 8,391,947 8,151,897 7,766,304

総資産額 (千円) 18,666,414 16,767,007 14,884,986 15,610,435 14,049,958

１株当たり純資産額 (円) 684.75 636.98 634.02 618.01 589.05

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

7.50

(―)

7.50

(―)

7.50

(―)

7.50

(―)

7.50

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) 6.33 △38.96 0.29 △9.27 △27.57

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.5 50.3 56.4 52.2 55.3

自己資本利益率 (％) 0.9 ― 0.2 ― ―

株価収益率 (倍) 40.0 ― 1,206.9 ― ―

配当性向 (％) 118.5 ― 2,586.2 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 430,343 519,842 673,883 124,749 60,351

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △59,673 △1,216,385 △145,442 △287,382 △93,796

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △132,374 △103,615 △100,096 △110,595 △103,086

現金及び現金同等物の 
期末残高

(千円) 1,628,803 828,645 1,256,991 983,763 847,232

従業員数 (名) 490 468 422 384 367



(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近５連結会計年度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 第123期より１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は当期純損失の各数値は、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

５ 第123期、第125期及び第126期は当期純損失となったため、自己資本利益率、株価収益率、配当性向につい

ては記載しておりません。 

６ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

７ 第124期より関連会社がなくなりましたので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

  

    



２ 【沿革】 

  

 
  

大正12年11月 資本金３万円にて名古屋市に創立、名古屋工場設置(昭和13年12月廃止)

昭和２年１月 京都市に京都営業所及び京都工場設置(昭和54年12月京都工場廃止)

昭和６年７月 本店を名古屋市より東京市に移転

昭和12年12月 東京府調布町(現調布市)に東京工場設置

昭和20年８月 東京工場を川崎市に移転、川崎工場設置

昭和30年７月 東京都調布市旧東京工場跡に調布工場設置(昭和51年８月廃止)

昭和32年１月 京都府相楽郡山城町に山城工場及び滋賀県甲賀郡甲西町(現湖南市)に滋賀工場設置

昭和33年１月 和歌山県和歌山市に和歌山出張所(昭和48年７月営業所に昇格)及び和歌山工場設置

同年同月 名古屋市に名古屋営業所及び愛知県春日井市に春日井工場設置

同年11月 川崎工場を東京都府中市に移転、府中工場設置(昭和44年12月東京工場と改称、昭

和58年４月廃止)

昭和35年５月 石川県小松市に小松出張所及び小松工場設置

同年８月 当社株式を店頭公開

昭和36年１月 現在地に本社移転

同年３月 埼玉県熊谷市に熊谷工場設置(昭和63年10月廃止)

同年10月 秋田県男鹿市に秋田工場設置

同年同月 当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場

昭和37年２月 小松出張所を廃止し、金沢出張所開設(昭和48年７月営業所に昇格)

同年７月 千葉県市原郡三和町(現市原市)に千葉工場（平成18年３月廃止）及び愛知県豊橋市

に豊橋工場設置(昭和51年11月廃止)

昭和38年７月 神奈川県高座郡座間町(現座間市)に相模工場設置(昭和46年４月廃止)

同年同月 秋田県男鹿市に秋田出張所開設(昭和38年12月秋田市へ移転、昭和48年７月営業所

に昇格)

昭和39年11月 埼玉県熊谷市に熊谷出張所開設(昭和48年７月営業所に昇格、昭和63年５月埼玉県

大宮市(現さいたま市)へ移転、埼玉営業所と改称)

昭和40年12月 兵庫県朝来郡和田山町(現朝来市)に和田山工場設置

昭和42年８月 滋賀県愛知郡湖東町(現東近江市)に湖東工場設置

昭和46年５月 宮城県黒川郡大衡村に仙台工場及び仙台市に仙台出張所開設(昭和48年７月営業所

に昇格)

昭和48年７月 岐阜県恵那市に恵那工場設置

昭和55年２月 茨城県北相馬郡守谷町(現守谷市)に茨城工場設置

昭和59年11月 岩手県盛岡市に盛岡出張所開設(昭和62年６月廃止)

昭和60年３月 大阪市北区に阪神営業所開設

同年４月 千葉県柏市に千葉営業所開設

同年10月 埼玉県大里郡岡部町に関東工場設置

昭和61年11月 群馬県高崎市に群馬出張所開設(昭和63年７月廃止)

平成元年12月 兵庫県多可郡黒田庄町に兵庫工場設置

平成７年４月 西部支社内に滋賀営業所開設

同年同月 阪神営業所内に神戸出張所開設(平成８年６月神戸市へ移転)

平成９年４月 横浜市中区に横浜営業所開設

平成14年10月 京都府綾部市に綾部出張所及び綾部工場設置

平成16年10月 茨城工場内に茨城出張所開設



３ 【事業の内容】 

当社は、セメント二次製品の製造販売及び関連する諸工事の請負を主な内容としているほか、不動産の

賃貸も行っております。また、当社は太平洋セメント㈱の関連会社であり、同社及び同社の特約販売店よ

りセメント等を仕入れております。 

  

(セメント二次製品部門) 

当部門においては、セメント二次製品（ヒューム管、ボックスカルバート、コネクトホール、共同溝、

テールアルメ、テクスパン、ホームガレージ、耐震性防火水槽、ハイレストン等）の製造販売をしており

ます。 

(工事部門) 

当社がセメント二次製品の販売に関連する諸工事の請負を行っております。 

(その他部門) 

当社が保有するマンションの賃貸及び管理、セメント二次製品に装着する資材の仕入及び販売を行って

おります。 

事業の系統図は次の通りであります。 
  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  
  

 
(注) 太平洋セメント株式会社は、有価証券報告書の提出会社であります。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は下記のとおり、それぞれ単位組合を結成しており、現在会社と組合の間は、円満に

推移しております。 

  

 
  

名称 住所
資本金又は 
出資金 
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(その他の関係会社)

太平洋セメント株式会社
東京都 
中央区

69,499,248
セメントの製造販
売他

― 21.5
原材料の仕入 
役員の兼任１名

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

367 42.4 13.2 3,900,960

名称 主なる事業所 組合員数(名) 結成年月 上部団体

旭コンクリート春日井工場労働組合 春日井工場 7 昭和36年１月 なし

旭コンクリート工業職員労働組合 本社 92 昭和51年12月 〃



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期における我が国経済は、景気回復基調となり企業収益の増加を背景に民間設備投資の増加と、当

期半ばには金融緩和政策の解除など、景気はバブル崩壊の後遺症より脱したものとなってまいりまし

た。然し、この景気は内面的には業界間の好不況の２極化になっております。 

 当社が属する建設業界におきましては、国家財政改革に伴う公共投資の縮減は依然続いており、厳し

い経営環境が続いております。 

 このような市況の中で当社は、主力製品の拡販を進める一方で不採算製品の選別受注の強化を進め、

営業方針の改善を行ってまいりました。この結果、当期の受注高は、134億９千万円となり、前期比

8.6％の減少でありました。売上高は、主力製品のボックスカルバートを中心に売上の促進を進めてま

いりましたが、受注環境の厳しさの影響を受け134億４千４百万円と前期比12.1％の減収でありまし

た。 

 一方、損益面におきましては、原材料の単価の見直し、在庫管理の徹底など原価管理を進めるととも

に、販売費及び一般管理費の節減等によるコストダウン対策を実施いたしました。更に金融面では、全

社的に財務、金融政策の効率運用を図り、有利子負債の改善に努めました。この結果、営業利益は１千

２百万円と前期とほぼ同額となり、経常利益は３百万円（前期の経常損失１千３百万円）になりまし

た。内容的には会社全体の収益構造の改善が進み、翌期以降の業績に反映できる業況となってきたもの

と確信いたしております。 

 なお、特別利益は、閉鎖中であった千葉工場の土地売却に伴う売却益４千８百万円を計上いたしまし

た。また、税金面では長期繰延税金資産の処理を含め、法人税等調整額３億６千万円を計上の結果、当

期純損失は３億６千１百万円（前期は当期純損失１億２千万円）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、財政再建を背景に予算削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受注競争の激化による価格下落の影響により、受注高は57億３千６

百万円（前期比6.6％減少）、売上高は57億３千万円（前期比12.9％減少）となりました。 

 工事部門は、受注高６億１千４百万円（前期比4.5％増加）となりましたが、売上高は工事施工対象

のコンクリート製品の売上減少に伴い、５億８千３百万円（前期比11.0％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収入で、受注高

で71億３千９百万円（前期比11.0％減少）、売上高71億３千万円（前期比11.5％減少）となりました。

  

  

  

  

  



(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」と云う）は前期末に比べ、１億３千６百万円

減少（前期は２億７千３百万円の減少）し、当期末には８億４千７百万円となりました。 

  

（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） 

 当期の営業活動における資金収支は、税引前当期純利益は１千８百万円でありましたが、売上債権は

11億５千８百万円減少、仕入債務は10億３千２百万円減少、減価償却実施額は１億９千８百万円等によ

り、資金の増加は６千万円（前期は１億２千４百万円の増加）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） 

 投資活動における資金の減少は、有形固定資産の取得による支出１億５千９百万円及びその他の投資

２億円の支出があり、投資有価証券の売却１億円及びその他の投資の回収による収入１億１百万円等を

差引いて９千３百万円（前期は２億８千７百万円の減少）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） 

 財務活動における資金の収支は、配当金の支払額９千８百万円、自己株式の取得４百万円により、資

金の減少は１億３百万円（前期は１億１千万円の減少）となりました。 

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当期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556,488千円あります。 
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) 受注状況 

当期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69億5千5百万円（受注高割合51.6％）であります。 

  
(3) 販売実績 

当期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69億4千万円（売上高割合51.7％）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 

 
  

事業部門

生産高

数量(屯) 金額(千円)
前期比(％)

数量 金額

セメント二次製品部門 167,342 3,981,803 △5.7 △9.2

事業部門

受注高 受注残高

数量(屯) 金額(千円)
前期比(％)

数量(屯) 金額(千円)
前期比(％)

数量 金額 数量 金額

セメント二次製品部門 178,669 5,736,737 △3.6 △6.6 38,974 1,244,316 ＋8.1 ＋0.5

工事部門 ― 614,240 ― ＋4.5 ― 143,995 ― ＋27.5

その他部門 ― 7,139,229 ― △11.0 ― 527,172 ― ＋1.7

合計 178,669 13,490,207 △3.6 △8.6 38,974 1,915,485 ＋8.1 ＋2.5

事業部門

販売高

数量(屯) 金額(千円)
前期比(％)

数量 金額

セメント二次製品部門 175,753 5,730,642 △11.7 △12.9

工事部門 ― 583,189 ― △11.0

その他部門 ― 7,130,403 ― △11.5

合計 175,753 13,444,234 △11.7 △12.1

相手先
前事業年度 当事業年度

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

塚本總業㈱ 2,425,827 15.9 2,674,386 19.9



３ 【対処すべき課題】 

今後当社の課題といたしましては、一層の社会資本充実整備事業に対する製品販売、施工事業の拡

大、更には民間設備向けの製品開発を促進し、幅広い経営活動を目指してまいります。又、財務面では

製品並びに資材の適正在庫に留意してその推進を図り、財務体質の更なる強化及び株主資本の一層の充

実と安定配当を図ることを課題としてまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

（1）公共事業への売上依存度が大きいことについて 

 当社における営業収入のうち、重要な部分を占めるセメント二次製品部門及び工事部門は、官公庁の公

共事業に大きく依存しております。このため、今後の公共投資抑制の推移により業績に悪影響が及ぶ可能

性があります。 

（2）価格競争について 

 ここ数年にわたる公共事業費の削減に伴い需要量の減少更に競合他社との受注競争の激化による価格下

落の影響をうけます。 

 （3）主要原材料の購入価格の騰貴について 

 セメント二次製品部門の主要原材料であるセメント、鋼材の値上に伴う製造原価の上昇は当社業績に悪

影響が及ぶ可能性があります。 

  

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【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。 

当期の研究開発活動は、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、研究開発費は2,669千円であります。 

  

  

  

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。この財務諸表の作成にあたっては、決算日における資産・負債の報告数値及び収入・費用の報告数

値に影響を与える見積りを行い、売上債権、棚卸資産、投資、法人税等に関する見積り及び判断に対し

て、継続して評価を行っております。 

実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

  

(2) 当事業年度の経営成績の分析 

当社の当事業年度の経営成績は、財政再建を背景に公共投資が引続き減少傾向にあり、依然として経営

環境は厳しい状況がつづいております。このような業況の中で当社は、主力製品の拡販を進める一方で不

採算製品について選別受注の強化等積極的な営業活動を鋭意推進し受注の確保に努めてまいりましたが、



結果において、受注・売上は8.6％、12.1％とそれぞれ前年実績を下回りました。 

損益面においては原材料単価の見直し等原価管理の徹底を図ると共に販売費及び一般管理費の節減を徹底

しコストダウン対策を実施いたしました。又、金融面においても資金の効率的運用を図り有利子負債の削

減に努めました。この結果当期の営業利益は１千２百万円と前期とほぼ同額となり、経常損益は前期１千

３百万円の経常損失から今期は３百万円とわずかながら経常利益を計上することが出来ました。 

税金面におきましては、税務上の繰越欠損金に係る長期繰延税金資産３億４百万円の処理を含め３億６千

万円の法人税等調整額を計上の結果、当期純損失は３億６千１百万円となりました。 

  

(3) 戦略的現状と見通し 

当社の専業分野は、主に公共事業を中心とした建設関連事業であります。この特徴を今後更に伸ばし、

特に注目されている雨水・排水及び下水に使用する各種ボックスカルバートによる整備事業、貯留槽、防

火水槽及び多目的共同溝、防音版等の環境整備製品を含めて公共性の高い技術集約型の製品開発と新市場

の開発を推進し、経営体質の強化を図ることを主眼としてまいります。 

  

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローの増加は前事業年度に比べ６千４百万円減少して６千万円と

なりました。 

これは税引前当期純利益１千８百万円、減価償却実施額１億９千８百万円及び売上債権の減少額11億５千

８百万円等でもって、仕入債務の減少額10億３千２百万円等をカバーした結果の数字であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は前事業年度に比べ１億９千３百万円減少して９千３百万円と

なりました。 

これは有形固定資産の取得による支出１億５千９百万円、その他の投資２億円の支出があり、一方収入で

は、投資有価証券の売却１億円、その他の投資回収による収入１億１百万円、更には有形固定資産の売却

による収入６千２百万円等があり、その差額であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローの減少は配当金の支払額９千８百万円、自己株式の買取り４百万円の

支出があり、前事業年度に比べて７百万円減少し１億３百万円になりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、８億４千７百万円となり前事業年度末に比べ１

億３千６百万円の減少となりました。 

  

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するように努めています

が、当社を取り巻く事業環境はさらに厳しさを増すものと予想されています。 

このような状況の中で今後の当社の課題といたしまして、より一層の社会資本充実整備事業に対する製品

販売、施工事業の拡大、更には民間設備向けの製品開発を促進し、幅広い経営活動を目指してまいりま

す。 

又、金融財務面においても、製品・資材の在庫管理の徹底により資金負担の軽減を図り、財務体質の更な

る強化及び株主資本の一層の充実と安定配当を図ることを課題としてまいります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期中に実施いたしました設備投資は、セメント二次製品部門における製造設備及び工事部門における

設備であり、その総額は１億５千６百万円であります。その主要なものは、春日井工場の土地４千２百万

円、各工場の型枠１億２百万円であります。 

 当期中に実施いたしました重要な設備の売却として、千葉工場用地（千葉県市原市所在、面積6,283平

方米）を売却いたしました。生産能力への影響はありません。 

  

  

  



２ 【主要な設備の状況】 

平成18年３月31日現在 
 

(注) １ 東京営業所、京都営業所、滋賀営業所の土地、建物及び人員はそれぞれ東部支社、西部支社のうちに含まれ

ております。 

２ 上記の他、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 
 

  上記は所有権移転外のファイナンス・リースであります。 

  

  

事業所名 
(所在地)

事業部門
設備の 
内容

帳簿価額(単位：千円) 従業
員数 
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

工具・器具 
及び備品

合計

本社・東部支社・ 
東京営業所 
(東京都中央区)

全社的 
管理業務・ 
販売業務

その他設備 5,480 8,611 82,800
（183.96) 8,344 105,236 51

関東工場 
(埼玉県大里郡岡部町)

セメント
二次製品部門

ボックスカ
ルバート等
製造設備

30,374 40,627 381,286
（93,541.13) 48,940 501,229 41

西部支社・京都営業所・ 
滋賀営業所 
(京都市右京区)

管理業務・ 
販売業務

その他設備 11,760 1,388 114,129
(1,312.82) 80,744 208,022 49 

 

和歌山工場 
(和歌山県和歌山市)

セメント
二次製品部門

ボックスカ
ルバート等
製造設備

27,059 6,520 85,502
(15,645.52) 249 119,332 26

湖東工場 
(滋賀県東近江市)

セメント
二次製品部門

ヒ ュ ー ム
管・ボック
スカルバー
ト等製造設
備

45,085 34,033 23,692
(61,982.59) 1,330 104,140 39

兵庫工場 
(兵庫県西脇市黒田庄町)

セメント
二次製品部門

ボックスカ
ルバート等
製造設備

59,785 9,774 452,922
(24,937.00) 654 523,137 27

春日井工場 
(愛知県春日井市)

セメント
二次製品部門

〃 52,089 17,360 320,337
(21,830.54) 309 390,096 21

賃貸用 その他部門 共同住宅 111,369 ― 110,301
(888.50) ― 221,671 ―

品名 台数 リース期間
年間リース料
(千円)

当期支払リース料 
(千円)

リース契約残高
(千円)

汎用コンピュータ １セット ６年 22,162 22,162 58,277

端末機器 １式 ６年 7,437 7,437 17,884



３ 【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 

特記すべき事項はありません。 

  

  

  

  



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
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月30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、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 有償一般募集  発行価格  7,033円 

          資本組入額 3,517円 

２ 平成元年６月29日開催の定時株主総会における定款一部変更の決議により、平成元年８月10日付をもって株

式の分割(500円額面普通株式1株を50円額面普通株式10株に分割)がおこなわれ、その結果、会社が発行する

株式の総数及び発行済株式の総数は上記のとおりとなりました。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式51,110株は、「個人その他」欄に51単元、「単元未満株式の状況」欄に110株含まれております。 

２ 「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が 1単元含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31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)

昭和63年11月１日 
(注)１

200,000 13,233,000 703,400 1,204,900 703,200 819,054

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人)

― 11 12 76 2 ― 629 730 ―

所有株式数 
(単元)

― 3,362 351 5,855 17 ― 3,501 13,086 147,000

所有株式数 
の割合(％)

― 25.7 2.7 44.7 0.1 ― 26.8 100 ―

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8－1 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 1,354 10.23

日本ヒューム株式会社 東京都港区新橋5－33－11 1,344 10.15

日研産業株式会社 東京都品川区上大崎3-12-30-203 667 5.04

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

大和生命保険株式会社 東京都千代田区内幸町1－1－7 500 3.78

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 2.27

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

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 ― 8,460 63.93



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権1個)が含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式110株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

 
  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

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

51,000
―

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

147,000
― 一単元(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 51,000 ― 51,000 0.39

計 ― 51,000 ― 51,000 0.39



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社は会社の健全なる発展と適正なる利潤の確保に努め、株主への安定した利益還元に努力を重ねるこ

とを基本方針と致します。 

 当期の株主配当金につきましては、業績面では、売上高は前期に比べ大幅に減少（△12.1％）いたしま

したが、前期の経常損失から僅かながらも経常利益を計上することができ、前期と同様1株につき７円50

銭の配当といたしました。 

 また、業績拡大への対応として新市場への進出、新製品・新技術の開発、生産設備の新設、改造並びに

研究開発等の資金需要に備え安定した内部留保にも努めてまいります。 

  

  

  

  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・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。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・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。 

  

  

回次 第122期 第123期 第124期 第125期 第126期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高(円) 320 320 390 796 830

最低(円) 240 253 270 339 591

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月

最高(円) 730 730 725 719 727 750

最低(円) 620 650 677 690 693 720



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

取締役会長 伊 藤 晃 一 昭和２年10月10日

昭和29年８月 当社入社

65

昭和44年６月 当社取締役

昭和48年６月 当社常務取締役

昭和54年７月 当社専務取締役

昭和58年７月 当社代表取締役副社長

昭和62年７月 当社代表取締役社長

平成７年６月 当社代表取締役会長

平成16年６月 

平成17年６月

当社代表取締役社長 

当社取締役会長(現任)

取締役社長 
 

代表取締役
中 西 久 芳 昭和15年12月27日

昭和38年３月 当社入社

12

平成７年４月 西部支社生産部次長兼湖東工場長

平成９年６月 当社取締役

平成15年４月 東部支社生産部長兼技術部次長

平成15年６月 東部支社長

平成16年４月 当社常務取締役

平成17年６月 当社代表取締役社長(現任)

専務取締役 
 

代表取締役
技術部長 野 口 幸 治 昭和10年５月30日

昭和33年４月 当社入社

24

昭和62年４月 西部支社生産部長

平成３年６月 当社取締役

平成12年７月 西部支社長

平成15年６月 当社常務取締役

平成15年６月 技術部長(現担当)

平成16年４月 当社専務取締役(現任)

平成16年６月 

平成17年４月

当社代表取締役(現任） 

西部支社長

常務取締役
総務部長 
兼人事部長

山 寺   明 昭和12年８月15日

昭和31年４月 当社入社

19

昭和62年７月 総務部長(現担当)

平成３年６月 当社取締役

平成５年７月 人事部長(現担当)

平成11年６月 当社常務取締役(現任)

取締役 高 橋 秀 典 昭和12年１月17日

昭和34年３月 日本ヒューム管株式会社(現、日

本ヒューム株式会社)入社

―

昭和62年９月 同社取締役

平成元年６月 同社常務取締役

平成４年６月 同社専務取締役

平成９年６月 同社取締役社長

平成13年６月 当社取締役(現任)

平成15年６月 日本ヒューム株式会社代表取締役

会長(現任)

取締役
経理部長 
兼西部支社 
管財部長

坂 本 憲 一 昭和15年11月14日

昭和38年３月 当社入社

14

平成７年６月 当社取締役(現任)

平成７年７月 西部支社管財部長兼経理部次長

平成10年７月 経理部長兼西部支社管財部長

(現職)

取締役 営業開発部長 東 山 昭 元 昭和17年２月15日

昭和39年３月 当社入社

14

平成11年４月 東部支社販売部次長

平成11年６月 当社取締役(現任)

平成15年４月 埼玉営業所長

平成15年６月 東部支社販売部長

平成16年４月 横浜営業所長

平成17年４月 営業開発部長(現職)

取締役

東部支社次長 
兼東部支社 
生産部長 
兼技術部次長

浦 上 勝 治 昭和20年７月15日

昭和45年４月 当社入社

8

平成12年４月 西部支社生産部次長

平成13年６月 当社取締役(現任)

平成15年４月 湖東工場長

平成16年４月 西部支社生産部長

平成17年４月 東部支社次長兼東部支社生産部長

兼技術部次長(現職)



 
(注) １ 取締役高橋秀典は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役富田六郎、小澤恒雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

取締役

経理部次長  
兼東部支社 
管財部長兼 
経理部情報 
システム室長

松 原   哲 昭和22年１月23日

昭和44年３月 当社入社

13

平成12年７月 東部支社管財部長(現職)

平成13年６月 当社取締役(現任)

平成14年４月 経理部情報システム室長(現職)

平成17年４月 経理部次長(現職)

取締役

東部支社長兼 
東部支社 
販売部長兼 
埼玉営業所長

市 川   寛 昭和21年11月30日

昭和44年３月 当社入社

4

平成12年４月 東部支社販売部次長

平成12年10月 千葉営業所長

平成15年６月 当社取締役(現任)

平成16年４月 埼玉営業所長(現職)

平成17年４月 東部支社長兼東部支社販売部長

(現職)

取締役

西部支社長 
兼西部支社 
生産部長 
 

藤 井 俊 行 昭和23年３月15日

昭和45年４月 当社入社

1

昭和56年11月 恵那工場長

昭和63年５月 春日井工場長

平成12年４月 西部支社生産部次長

平成17年４月

平成17年６月

平成18年４月

西部支社次長兼西部支社生産部長

兼湖東工場長

当社取締役(現任)

西部支社長兼西部支社生産部長

（現職）

監査役 
 
常勤

細 野 昭 彦 昭和９年４月14日

昭和32年４月 当社入社

18

昭和58年７月 当社取締役

平成７年６月 当社常務取締役

平成12年７月 当社取締役顧問

平成13年６月 当社常勤監査役(現任)

監査役 篠   和 彦 昭和13年11月３日

昭和36年３月 当社入社

11

平成10年７月 東部支社管財部長

平成11年６月 当社取締役

平成12年６月

平成18年３月

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

監査役 富 田 六 郎 昭和23年９月30日

昭和46年４月 日本セメント株式会社(現、太平

洋セメント株式会社)入社

―

平成14年４月 同社中央研究所所長

平成16年４月 同社執行役員中央研究所所長兼 

建材カンパニーバイスプレジデン

ト（現任）

平成18年６月 当社監査役(現任)

監査役 小 澤 恒 雄 昭和15年６月９日

昭和40年４月 

 

 

平成13年１月

平成13年６月

平成14年６月

平成18年６月

ピー・エス・コンクリート株式会

社（現、株式会社ピーエス三菱）

入社

同社取締役営業本部副部長

同社顧問

同社監査役

当社監査役（現任）

―

計 203



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 

当社は顧客、株主又地域社会及び従業員等多くの関係者各位のご期待、ご信頼に答えるべく収益力及び

業容の拡大による事業基盤の強化を図る一方で社会の共感を得られる姿勢を徹底することで企業価値の向

上に努力しております。 

取締役会の強化、監査体制の強化、組織の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ることが企業

統治と考えております。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①当社は企業統治機構として監査役制度を採用しております。「委員会等設置会社」については当社の

経営実態から現時点では採用を考えておりません。 

②当期末日現在の社外取締役は取締役11名中１名(非常勤)、社外監査役は監査役３名中１名(非常勤)を

選任しており、総務部総務課で対応しております。その人員構成については、役員１名、職員３名で

あります。 

③経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事項は毎月の定例常務会での経営業務報告、情報交換

により効率的な業務執行を行っております。 

④監査役監査は常勤監査役１名、非常勤の監査役２名（うち１名は社外監査役）により業務執行の適法

性に関する監査を行っております。また、監査役監査と会計監査人による監査は両者の定期的協議及

び意見交換、年２回の各事業所の監査を帯同して行うなど相互連係を密にしております。 

⑤法律上、会計上の問題に関し必要に応じ顧問弁護士及び会計監査人等に個別テーマごとに相談し委嘱

業務を処理しております。財務諸表に関しましても、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠し、全体としての財務諸表の表示が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受

けております。 

⑥会社の機関及び内部統制の仕組み 
  

 

  



⑦会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、原田公認会計士事務所の原田章氏及び福田公認会計士

事務所の福田敏裕氏であり、原田章氏は、当社の財務書類について28年連続して監査証明業務を行っ

ております。 

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名であり、商法特例法監査と証券取引法監査に従

事しております。 

また、審査業務は、当社の会計監査業務に関与していない小内雅英公認会計士事務所の小内雅英公認

会計士に委託しております。 

⑧社外取締役及び社外監査役との関係 

 社外取締役１名は当社の第３位の大株主にある株式会社の取締役会長であります。又、相互に取引が

あります。社外監査役１名は当社の筆頭の大株主であり、当社の使用する主原材料(セメント)の優先

購買を進める株式会社の監査役であります。 

  

(２) リスク管理体制の整備の状況 

①当社は、支社（東部支社及び西部支社）制度を採用しており、支社の管轄下にある工場及び営業所等

は、それぞれの外部から発生するリスク並びに内部から発生するリスクを識別、評価し、リスクへの

対応方法を決定する機能を有しております。また、支社は、管轄下にある事業所に対し、調整、助言

の機能を有しております。 

②全社的なリスクに対しては、月例又は臨時に開催される常務会がリスクを識別、評価し、リスクへの

対応方法を決定する機能を有しております。 

  

(３) 役員報酬の内容 

当社の取締役に支払った役員報酬は、社内取締役115,870千円、社外取締役1,920千円であり、又、監

査役に支払った役員報酬は20,040千円、合計137,830千円であります。 

  

(４) 監査報酬の内容 

当社が支払った公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく監査報酬は18,252千円(消費税及

び地方消費税込み)であります。 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「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、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31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

２項のただし書きにより、改正前の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、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日

まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表について、公認会計士原

田 章及び公認会計士福田敏裕の両氏により監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【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 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

資産の部

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,683,763 3,547,232

 ２ 受取手形 3,551,868 2,831,860

 ３ 売掛金 2,586,874 2,139,242

 ５ 製品 1,546,706 1,644,957

 ６ 原材料 33,772 32,162

 ７ 貯蔵品 57,623 51,391

 ８ 前渡金 5,314 2,290

 ９ 前払費用 13,194 15,262

 10 繰延税金資産 114,369 95,017

 11 短期貸付金 2,839 1,350

 12 未収入金 95,686 114,413

    小計 11,692,014 10,475,181

   貸倒引当金 △ 45,152 △48,602

   流動資産合計 11,646,862 74.6 10,426,579 74.2

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※
１
２

  １ 建物 432,318 396,261

  ２ 構築物 119,002 107,417

  ３ 機械及び装置 215,328 185,417

  ４ 車輌及び運搬具 14,754 12,950

  ５ 工具、器具及び備品 199,488 176,173

  ６ 土地 1,786,378 1,801,381

   有形固定資産合計 2,767,271 17.7 2,679,603 19.1

 (2) 無形固定資産

  １ 借地権 61,626 61,626

  ２ ソフトウェア 2,744 1,428

  ３ 電話加入権 9,466 9,466

   無形固定資産合計 73,837 0.5 72,521 0.5



 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※３ 434,987 418,625

  ２ 関係会社株式 59,598 112,662

  ３ 出資金 3,310 1,310

  ４ 差入保証金 33,911 34,076

  ５ 繰延税金資産 384,934 －

  ６ その他の投資 220,707 319,565

    貸倒引当金 △ 14,985 △14,985

   投資その他の資産合計 1,122,464 7.2 871,254 6.2

   固定資産合計 3,963,573 25.4 3,623,379 25.8

   資産合計 15,610,435 100.0 14,049,958 100.0

負債の部

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 3,925,535 3,139,512

 ２ 買掛金 ※６ 1,643,673 1,397,100

 ３ 短期借入金 ※
１ 
３ 
９

1,000,000 1,000,000

 ４ 未払金 18,775 19,096

 ５ 未払法人税等 49,791 43,459

 ６ 未払消費税等 4,522 6,060

 ７ 未払費用 73,326 62,468

 ８ 前受金 26,225 37,895

 ９ 預り金 78,348 76,433

 10 賞与引当金 149,794 115,040

 11 設備関係支払手形 55,200 46,439

   流動負債合計 7,025,194 45.0 5,943,505 42.3

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 － 10,970

 ２ 退職給付引当金 77,693 54,168

 ３ 役員退職慰労引当金 355,650 275,010

   固定負債合計 433,343 2.8 340,148 2.4

   負債合計 7,458,538 47.8 6,283,654 44.7



 
  

  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

資本の部

Ⅰ 資本金 ※４ 1,204,900 7.7 1,204,900 8.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 819,054 819,054

   資本剰余金合計 819,054 5.2 819,054 5.8

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 301,225 301,225

 ２ 任意積立金

  (1) 買換資産圧縮積立金 127,733 117,835

  (2) 別途積立金 5,500,000 5,500,000

 ３ 当期未処分利益 146,296 ―

   当期未処理損失 ― 306,185

   利益剰余金合計 6,075,255 38.9 5,612,874 39.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金 71,470 0.5 152,815 1.1

Ⅴ 自己株式 ※５ △ 18,783 △ 0.1 △23,340 △0.1

   資本合計 8,151,897 52.2 7,766,304 55.3

   負債及び資本合計 15,610,435 100.0 14,049,958 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 製品売上高 5,966,739 5,281,365

 ２ 仕入製品売上高 613,317 449,276

 ３ 工事等売上高 8,707,938 15,287,995 100.0 7,713,592 13,444,234 100.0

Ⅱ 売上原価

 (1) 製品等売上原価

  １ 製品期首棚卸高 1,572,281 1,546,706

  ２ 当期製品製造原価 4,387,642 3,981,803

  ３ 当期製品等仕入高 713,381 556,488

  ４ 当期工事等原価 8,281,586 7,311,121

     合計 14,954,892 13,396,120

  ５ 他勘定へ振替高 ※１ 2,675 9,947

  ６ 製品期末棚卸高 1,546,706 13,405,510 87.7 1,644,957 11,741,215 87.3

 (2) 運賃荷造費 ※２ 441,085 2.9 388,622 2.9

   売上原価合計 13,846,596 90.6 12,129,837 90.2

   売上総利益 1,441,399 9.4 1,314,397 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 支払手数料 90,857 75,985

 ２ 宣伝費及び交際費 33,004 23,787

 ３ 貸倒引当金繰入額 45,152 36,603

 ４ 貸倒損失 36,138 ―

 ５ 役員報酬 162,660 137,830

 ６ 給料 452,972 456,201

 ７ 従業員賞与 36,471 39,670

 ８ 賞与引当金繰入額 36,623 28,100

 ９ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

25,995 26,870

 10 退職給付費用 22,677 20,955

 11 退職金 3,931 7,830

 12 福利厚生費 91,772 88,890

 13 減価償却費 7,975 8,114

 14 事務用品費及び通信費 56,235 46,382

 15 旅費及び交通費 86,606 81,412

 16 研究開発費 ※３ 2,043 2,669

 17 情報システム費 71,733 66,114

 18 その他 166,693 1,429,544 9.3 154,869 1,302,288 9.7

   営業利益 11,854 0.1 12,109 0.1



 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,707 1,759

 ２ 受取配当金 6,035 10,364

 ３ 受取保険金 904 7,168

 ４ 受取保険配当金 1,633 1,472

 ５ 鉄屑売却代 3,051 13,787

 ６ 仕入債務免除益 4,410 ―

 ７ 雑収入 ※４ 10,383 30,126 0.2 8,015 42,568 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 16,782 17,496

 ２ 受取手形売却損 18,296 15,636

 ３ 製品廃棄損 888 509

 ４ 現場手直し工事代等 13,352 ―

 ５ 工場操業休止に伴う費用 ― 13,628

 ６ 雑支出 ※５ 5,747 55,067 0.4 4,139 51,410 0.4

   経常利益 ― ― 3,267 0.0

   経常損失 13,087 0.1 ― ―

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※６ ― 48,085

 ２ 投資有価証券売却益 25 25 0.0 ― 48,085 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※７ 9,946 11,097

 ２ 投資有価証券評価損 46,857 ―

 ３ 投資有価証券消却損 947 83

 ４ 減損損失 ※８ ― 20,048

 ５ ゴルフ会員権貸倒引当金 
   繰入額

170 ―

 ６ 工場閉鎖費用 ※９ 21,018 ―

 ７ 台風災害損失 5,347 84,286 0.5 2,030 33,259 0.2

   税引前当期純利益 ― ― 18,093 0.1

   税引前当期純損失 97,347 0.6 ― ―

   法人税、住民税 
   及び事業税

19,628 19,628

   法人税等調整額 3,910 23,538 0.2 360,415 380,043 2.8

   当期純損失 120,885 0.8 361,949 2.7

   前期繰越利益 267,182 55,764

   当期未処分利益 146,296 ―

   当期未処理損失 ― 306,185



製造原価明細書 

  

 
(注) １ 原価計算の方法は、組別実際総合原価計算を採用しており、当該月の直接費を組別に賦課し、間接費を組別

に配賦して製品原価を計算しております。 

２ 経費の主なる科目は下記のとおりであります。 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

 材料費 1,892,749 43.1 1,694,322 42.6

 労務費 1,591,356 36.3 1,470,919 36.9

 経費 903,536 20.6 816,561 20.5

当期製品製造原価 4,387,642 100.0 3,981,803 100.0

科目 前事業年度 当事業年度

減価償却費(千円) 219,995 180,883

修繕費(千円) 110,473 101,143

型枠費(千円) 273,256 251,801



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
  １ 税引前当期純利益又は 
    税引前当期純損失(△)

△97,347 18,093

  ２ 減価償却費 239,131 198,889
  ３ 減損損失 ― 20,048
  ４ 退職給付引当金の減少額 △8,904 △23,525
  ５ 役員退職慰労引当金の減少額 △16,845 △80,640
  ６ 貸倒引当金の増加額 32,638 3,450
  ７ 賞与引当金の減少額 △23,212 △34,754
  ８ 受取利息及び受取配当金 △9,743 △12,123
  ９ 受取損害保険満期返戻金 △160 ―
  10 支払利息及び手形売却損 35,079 33,132
  11 有形固定資産売却益 ― △48,085
  12 有形固定資産除却損 9,946 11,097
  13 投資有価証券売却益 △25 ―
  14 投資有価証券消却損 947 83
  15 投資有価証券評価損 46,857 ―
  16 売上債権の減少額又は増加額(△) △1,079,567 1,158,913
  17 棚卸資産の減少額又は増加額(△) 378 △99,279
  18 その他の資産の減少額 19,000 887
  19 仕入債務の増加額又は減少額(△) 1,051,656 △1,032,596
  20 未払消費税等の増加額又は減少額(△) △22,282 1,538
  21 その他の債務の減少額 △36,682 △578
  22 役員賞与の支払額 △17,000 △1,520
     小計 123,865 113,030
  23 利息及び配当金の受取額 8,284 10,515
  24 利息及び割引料の支払額 △34,891 △33,132
  25 法人税等の還付額 31,447 1,343
  26 法人税等の支払額 △3,956 △31,405
    営業活動によるキャッシュ・フロー 124,749 60,351
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 ―
  ２ 投資有価証券の取得による支出 △100,598 △596
  ３ 投資有価証券の売却による収入 50,088 100,000
  ４ 有形固定資産の取得による支出 △150,774 △159,940
  ５ 有形固定資産の売却による収入 ― 62,205
  ６ 貸付による支出 △2,800 △1,872
  ７ 貸付金の回収による収入 4,000 3,572
  ８ 出資金回収による収入 ― 2,000
  ９ 保証金差入による支出 △2,197 △4,546
  10 保証金の回収による収入 10,466 4,381
  11 その他の投資の支出 △100,000 △200,000
  12 その他の投資の回収による収入 1,433 101,000
     投資活動によるキャッシュ・フロー △287,382 △93,796
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 400,000 400,000
  ２ 短期借入金の返済による支出 △400,000 △400,000
  ３ 自己株式の取得による支出 △11,798 △4,557
  ４ 配当金の支払額 △98,797 △98,529
     財務活動によるキャッシュ・フロー △110,595 △103,086
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) △273,228 △136,531
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,256,991 983,763
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 983,763 847,232



④ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) １ 日付は株主総会承認年月日であります。 

２ 買換資産圧縮積立金は租税特別措置法の規定に基づくものであります。 

  

前事業年度
(平成17年６月29日)

当事業年度 
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 146,296 ―

  当期未処理損失 ― 306,185

Ⅱ 任意積立金取崩額

 １ 買換資産圧縮積立金 
   取崩額

9,898 7,624

 ２ 別途積立金取崩額 ― 9,898 800,000 807,624

合計 156,194 501,439

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 98,910 98,864

 ２ 役員賞与金 1,520 100,430 1,520 100,384
 (うち監査役賞与金) (1,520) (1,520)

Ⅳ 次期繰越利益 55,764 401,055



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 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

     総平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) その他有価証券 

   同左

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  製品、原材料、貯蔵品 

   月次移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  製品、原材料、貯蔵品 

   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)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

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (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

４ 引当金の計上基準

 (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。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   同左

 (2) 賞与引当金

従業員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

 (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。

 (3) 退職給付引当金 

   同左



前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (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

基づく期末所要額を計上しております。

 (4) 役員退職慰労引当金

   同左

５ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

５ リース取引の処理方法 

   同左

６ 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

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   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

７ その他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の会計処理は税抜方式に

よっております。

  消費税及び地方消費税の会計処理 

   同左 

 



会計方針の変更 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

          ―――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 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。 

 これにより税引前当期純利益が20,048千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該資産の金額から直接控除しておりま

す。



表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（損益計算書関係）

１ 「情報システム費」は販売費及び一般管理費の合

計額の100分の５を超えたため、当期より区分掲記

しております。 

なお、前期は「その他」に71,733千円含まれてお

ります。

２ 「現場手直し工事代等」は営業外費用の合計額の

100分の10を超えたため、当期より区分掲記してお

ります。 

なお、前期は雑支出の内訳として注記しておりま

す。

          ―――――

          

          ―――――

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 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」（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 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

 

※１ １ このうち、下記の資産は短期借入金450,000

千円の担保に供しております。

土地 387,750千円

建物 35,437 〃

構築物 25,845 〃

合計 449,033 〃

   ２ このうち、関東工場の土地、建物、機械及び

装置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。

土地 381,286千円

建物 2,240 〃

機械及び装置 5,277 〃

合計 388,805 〃

 

※１ １ このうち、下記の資産は短期借入金450,000

千円の担保に供しております。

土地 387,750千円

建物 33,322 〃

構築物 24,246 〃

合計 445,319 〃

   ２ このうち、関東工場の土地、建物、機械及び

装置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。

土地 381,286千円

建物 2,106 〃

機械及び装置 5,178 〃

合計 388,572 〃

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は3,769,011千円

であり、また有形固定資産の取得価額から直接控

除した圧縮記帳累計額は2,611,493千円でありま

す。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は3,711,995千円

であり、また有形固定資産の取得価額から直接控

除した圧縮記帳累計額は2,611,430千円でありま

す。

※３ このうち、12,032千円は短期借入金250,000千円

の担保に供しております。

※３ このうち、16,544千円は短期借入金250,000千円

の担保に供しております。

※４ 授権株式数   普通株式 40,000,000株

発行済株式総数 普通株式 13,233,000株

※４ 授権株式数   普通株式 40,000,000株

発行済株式総数 普通株式 13,233,000株

※５ 自己株式の数

   会社が保有する自己株式の数は、普通株式44,960

株であります。

※５ 自己株式の数

   会社が保有する自己株式の数は、普通株式51,110

株であります。

※６ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

 支払手形 13,653千円

 買掛金 3,016 〃

※６ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

支払手形 16,000千円

買掛金 3,776 〃

 ７ 受取手形割引高 1,520,318千円  ７ 受取手形割引高 1,064,234 千円

 ８ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は71,470

千円であります。

※９ 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

実行残高等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

 ８ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は

152,815千円であります。

※９ 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

実行残高等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



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 他勘定へ振替高の内訳は下記のとおりでありま

す。

廃棄損(営業外費用) 888千円

試験品(試験研究費) 306 〃

場内営繕(修繕費) 1,480 〃

合計 2,675 〃

※１ 他勘定へ振替高の内訳は下記のとおりでありま

す。

廃棄損(営業外費用) 509千円

〃 (固定資産売却益
  から控除）

8,869 〃 

試験品(試験研究費) 568 〃

合計 9,947 〃

※２ 運賃荷造費

当社の製品は重量物であり運賃のコストに占める

割合が大きく、契約は現場持込みでありますの

で、売上原価に計上しております。

※２ 運賃荷造費

当社の製品は重量物であり運賃のコストに占める

割合が大きく、契約は現場持込みでありますの

で、売上原価に計上しております。

※３ 研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は2,043千円であります。

※３ 研究開発費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は2,669千円であります。

※４ 雑収入

   内訳は下記のとおりであります。

受取賃貸料 1,705千円

その他 8,678 〃

合計 10,383 〃

※４ 雑収入

   内訳は下記のとおりであります。

受取賃貸料 1,469千円

その他 6,546 〃

合計 8,015 〃

※５ 雑支出

   内訳は下記のとおりであります。

廃棄物処理費用 1,737千円

その他 4,010 〃

合計 5,747 〃

※５ 雑支出

   内訳は下記のとおりであります。

廃棄物処理費用 390千円

その他 3,749 〃

合計 4,139 〃

 

※６ ――――― 

 

※７ 固定資産除却損

   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355千円であります。

※６ 固定資産売却益

   千葉工場の土地の売却益48,085千円であります。

※７ 固定資産除却損

   工具、器具及び備品10,789千円、機械及び装置20

千円、車輌及び運搬具287千円であります。

 

   



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※８ ――――― ※８ 減損損失

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※９ 工場閉鎖費用

千葉工場（千葉県市原市所在）の閉鎖に伴う費用

であります。

 

   当事業年度において当社は、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 

     

和田山工場

（兵庫県朝 

 来市）  

コンクリ
ート製品
製造設備

土地 20,048

当社は、稼働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おこなっております。 

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しました。

減損損失の内訳は土地20,048千円であります。 

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。

※９ ――――― 

 



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ 現金及び現金同等物の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

 
 

１ 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18年３月31日)

現金及び預金勘定 3,547,232千円

計 3,547,232千円

定期預金 △2,700,000千円

現金及び現金同等物 847,232千円

 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１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

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

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 
(千円)

工具・器具 
及び備品 
(千円)

合計 
(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

 

車輌及び
運搬具 
(千円)

工具・器具
及び備品 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額
相当額

28,588 128,048 156,637

減価償却累
計額相当額

15,679 23,440 39,119

期末残高
相当額

12,909 104,608 117,517

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。

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

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 24,920千円

一年超 92,597千円

合計 117,517千円

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。

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 43,767千円

減価償却費相当額 43,767千円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 41,516千円

減価償却費相当額 41,516千円

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

  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。



(有価証券関係) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 前事業年度及び当事業年度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 前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ

りません。 

  

 ３ 前事業年度中に売却したその他有価証券の売却損益の合計額の金額は重要性が乏しいため、売却額等

の注記を省略しております。 

当事業年度中に売却したその他有価証券はありません。 

  

 ４ 時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度及び当事業年度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) 前事業年度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

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

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)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 ①株式 73,772 195,347 121,574 74,370 330,250 255,880

 ②債券 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

小計 73,772 195,347 121,574 74,370 330,250 255,880

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 ①株式 131 123 △ 7 131 95 △35

 ②その他 100,000 98,090 △ 1,910 ― ― ―

小計 100,131 98,213 △ 1,917 131 95 △35

合計 173,904 293,561 119,656 74,501 330,346 255,844

区分

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

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

201,024 200,941

合計 201,024 200,941



(デリバティブ取引関係) 

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。 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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。 

  



(退職給付関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定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(現業職員の能率給部分に

係る退職給付金)を設けております。また、従業員

の退職に際して割増退職金を支払う場合がありま

す。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定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(現業職員の能率給部分に

係る退職給付金)を設けております。また、従業員

の退職に際して割増退職金を支払う場合がありま

す。

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務の額 △863,794千円

②年金資産の額 695,788千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △168,006千円

④未認識数理計算上の差異 90,312千円

⑤退職給付引当金(③＋④) △77,693千円

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務の額 △790,868千円

②年金資産の額 785,876千円

③未積立退職給付債務(①＋②) △4,992千円

④未認識数理計算上の差異 △49,176千円

⑤退職給付引当金(③＋④) △54,168千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用の額 56,306千円

②利息費用の額 21,860千円

③期待運用収益 △16,756千円

④数理計算上の差異の費用処理額 15,290千円

⑤退職給付費用(①＋②＋③＋④) 76,701千円

上記の退職給付費用のほかに、割増退職金3,931

千円を支払っており、販売費及び一般管理費に計

上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用の額 53,091千円

②利息費用の額 21,594千円

③期待運用収益 △17,394千円

④数理計算上の差異の費用処理額 14,092千円

⑤退職給付費用(①＋②＋③＋④) 71,383千円

上記の退職給付費用のほかに、割増退職金7,830千

円を支払っており、販売費及び一般管理費に計上

しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率                2.5％

③期待運用収益率            2.5％

④数理計算上の差異の処理年数      10年

(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

する方法を採用しております。)

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率                2.5％

③期待運用収益率            2.5％

④数理計算上の差異の処理年数      10年

(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

する方法を採用しております。)



(税効果会計関係) 

  

 
  

  

(持分法損益等) 

前事業年度及び当事業年度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。 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18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

(1)繰延税金資産(流動資産)

   賞与引当金繰入超過額 60,322千円

   その他 54,047千円

   繰延税金資産(流動資産)
   合計 114,369千円

(2)繰延税金資産(固定資産)

   役員退職慰労引当金 143,220千円

   退職給付引当金繰入超過額 48,894千円

   税務上の繰越欠損金 341,390千円

   その他 12,738千円

   繰延税金資産(固定資産)
   小計 546,244千円

   評価性引当額 △36,460千円

   繰延税金資産(固定資産) 

   合計 509,784千円

  繰延税金負債 

   買換資産圧縮積立金 △76,664千円

   その他有価証券評価差額金 △48,185千円

    繰延税金負債合計 △124,850千円

    繰延税金資産(固定資産) 

    の純額 384,934千円

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

(1)繰延税金資産(流動資産)

   賞与引当金繰入超過額 46,326千円

   その他 48,690千円

 繰延税金資産(流動資産)
   合計 95,017千円

(2)繰延税金資産(固定資産)

   役員退職慰労引当金 110,746千円

 退職給付引当金繰入超過額 40,473千円

   税務上の繰越欠損金 366,854千円

   その他 12,361千円

 繰延税金資産
   小計 530,434千円

   評価性引当額 △366,854千円

   繰延税金資産 

   合計 163,581千円

  繰延税金負債(固定負債) 

   買換資産圧縮積立金 △71,523千円

   その他有価証券評価差額金 △103,028千円

    繰延税金負債合計 △174,552千円

    繰延税金負債(固定負債) 

    の純額 10,970千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当事業年度は税引前当期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

(調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

46.7％

減損損失 44.7％

住民税均等割額 108.5％

評価性引当額 1,858.6％

その他 1.7％

税効果会計適用後の法人税等負
担率 2,100.5％



【関連当事者との取引】 

前事業年度 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 618.01円 589.05円

１株当たり当期純損失 9.27円 27.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、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。

同左

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純損失（千円） 120,885 361,949

普通株主に帰属しない金額（千円） 1,520 1,520

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) 1,520 1,520

普通株式に係る当期純損失（千円） 122,405 363,469

普通株式の期中平均株式数（株） 13,200,352 13,184,483



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 

  

  

  

  

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券

㈱みずほフィナンシャルグループ

普通株式 36 34,976

優先株式 200 200,000

みずほ信託銀行㈱ 216,397 82,447

日本ヒューム㈱ 152,413 78,797

ＪＦＥ商事ホールディングス㈱ 25,821 16,034

㈱森組 10,000 2,990

㈱奥村組 2,783 1,803

ジオスター㈱ 1,100 539

㈱農業土木会館 500 500

大鉄工業㈱ 8,797 439

その他２銘柄 2,117 97

小  計 420,164 418,625

計 420,164 418,625

 



【有形固定資産等明細表】 

  

   
(注) １ 工具、器具及び備品  主なる増加は各工場の型枠102,901千円であり、減少は各工場の型枠除却212,862千円

                    であります。 

  土地                主なる増加は春日井工場の土地42,913千円であり、減少は千葉工場の土地売却 

          7,861千円であります。 

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失計上額であります。 
     

２ 有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳累計額は下記のとおりであります。 

建物及び構築物            1,051,536千円 

機械及び装置              829,886 〃 

工具、器具及び備品            9,372 〃 

土地                  720,635 〃 

  計                  2,611,430 〃 

  

  

  

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 1,404,947 1,700 33,830 1,372,816 976,554 31,885 396,261

 構築物 524,292 ― 7,188 517,104 409,686 10,858 107,417

 機械及び装置 1,721,046 4,973 9,593 1,716,426 1,531,009 34,118 185,417

 車輌及び運搬具 153,123 3,154 5,745 150,532 137,581 4,670 12,950

 工具、器具及び備品 946,494 103,561 216,718 833,337 657,163 116,039 176,173

 土地 1,786,378 42,913
27,910
(20,048)

1,801,381 ― ― 1,801,381

 建設仮勘定 ― 2,286 2,286 ― ― ― ―

有形固定資産計 6,536,283 158,588
303,272
(20,048)

6,391,599 3,711,995 197,573 2,679,603

無形固定資産

 借地権 61,626 ― ― 61,626 ― ― 61,626

 ソフトウェア 6,577 ― ― 6,577 5,148 1,315 1,428

 電話加入権 9,466 ― ― 9,466 ― ― 9,466

無形固定資産計 77,669 ― ― 77,669 5,148 1,315 72,521

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,000,000 1,000,000 1.375 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 1,000,000 1,000,000 ― ―



【資本金等明細表】 

  

 
(注)１ 当期末における自己株式数は51,110株であります。 

    ２ 任意積立金の当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注)貸倒引当金の当期減少額欄の「その他」は一般債権に係る貸倒引当金の洗替えによる戻入額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金 (千円) 1,204,900 ― ― 1,204,900

資本金のうち 
既発行株式

普通株式  (注)１ (株) (13,233,000) (―) (―) (13,233,000)

普通株式 (千円) 1,204,900 ― ― 1,204,900

計 (株) (13,233,000) (―) (―) (13,233,000)

計 (千円) 1,204,900 ― ― 1,204,900

資本準備金及び 
その他資本剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金 (千円) 819,054 ― ― 819,054

計 (千円) 819,054 ― ― 819,054

利益準備金及び 
任意積立金

利益準備金 (千円) 301,225 ― ― 301,225

(任意積立金)(注)２ (千円) (5,627,733) ― (9,898) (5,617,835)

買換資産圧縮積立金 (千円) 127,733 ― 9,898 117,835

別途積立金 (千円) 5,500,000 ― ― 5,500,000

計 (千円) 5,928,958 ― 9,898 5,919,060

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 60,137 48,602 33,152 11,999 63,587

賞与引当金 149,794 115,040 149,794 ― 115,040

役員退職慰労引当金 355,650 26,870 107,510 ― 275,010



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

(A) 資産の部 

流動資産 

(1) 現金及び預金 

  

 
  

(2) 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)受取手形、割引手形、期日別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 2,137

預金の種類

当座預金 587,696

普通預金 57,158

定期預金 2,700,000

通知預金 200,000

別段預金 240

計 3,545,094

合計 3,547,232

相手先 金額(千円)

塚本總業㈱ 616,799

㈱メタルワン建材 155,587

㈱北陽 138,300

ＳＭＣコンクリート㈱ 131,581

㈱酒直 89,891

その他 1,699,700

合計 2,831,860

期日別 受取手形(千円) 割引手形(千円) 合計(千円)

平成18年４月末日まで期日分 502,891 317,550 820,441

  〃  ５月    〃 679,155 373,991 1,053,146

  〃  ６月    〃 444,140 298,483 742,623

  〃  ７月    〃 1,013,182 74,209 1,087,391

  〃  ８月    〃 163,686 ― 163,686

  〃  ９月以降分 28,804 ― 28,804

合計 2,831,860 1,064,234 3,896,094



(3) 売掛金 

相手先別内訳 

  

 
(注) 売掛金の回収状況は次の通りであります。 

  

 
(注) １ 当期発生高(Ｂ)欄には消費税及び地方消費税が含まれております。 

２ 当期回収高(Ｃ)欄の括弧内の金額 3,360千円は貸倒れによる売掛金の減少額であり、外数であります。 

  

(4) 製品 
  

 
  

(5) 原材料 

  

 
  

相手先 金額(千円)

塚本總業㈱ 214,805

中川ヒューム管工業㈱ 85,318

平和産業㈱ 54,017

千葉窯業㈱ 51,102

シンコー・テクノ㈱ 49,487

その他 1,684,510

合計 2,139,242

期間

(Ａ) 
 
期首 

売掛金残高 
(千円)

(Ｂ) 
 

当期発生高 
 

(千円)

(Ｃ)
 

当期回収高 
 

(千円)

(Ｄ)
 
期末 

売掛金残高 
(千円)  

回収率(％)

Ｃ
Ａ＋Ｂ

 

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ
÷
Ｂ

２ 365

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

2,586,874 13,338,925
13,783,197
(3,360)

2,139,242 86.5 64.7

品種別 数量(屯) 金額(千円)

下水排水用コンクリート製品 41,911 1,017,037

その他のコンクリート製品 28,903 627,920

合計 70,814 1,644,957

品名 金額(千円)

鋼材類 29,674

骨材及びセメント 2,487

合計 32,162



(6) 貯蔵品 

  

 
  

品名 金額(千円)

消耗工具類 4,086

附属金具類 32,528

油類 3,883

その他 10,891

合計 51,391



(B) 負債の部 

流動負債 

(1) 支払手形(設備関係支払手形を含みます) 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)期日別内訳 

  

 
  

(2) 買掛金 

  

 
  

相手先 金額(千円)

塚本不動産㈱ 772,779

高周波熱錬㈱ 267,971

ＪＦＥ商事㈱ 181,044

日鐵商事㈱ 155,148

塚本總業㈱ 122,367

その他 1,686,641

合計 3,185,952

期日 金額(千円)

平成18年４月期日分 776,026

  〃  ５月 〃 910,684

  〃  ６月 〃 600,445

  〃  ７月 〃 844,026

  〃  ８月以降分 54,768

合計 3,185,952

相手先 金額(千円)

塚本不動産㈱ 176,925

ＪＦＥ商事㈱ 99,290

丸栄コンクリート工業㈱ 72,725

高周波熱錬㈱ 63,071

㈱土井製作所 45,534

その他 939,553

合計 1,397,100



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) 電子公告によることが出来ない事故その他の已むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載致しま

す。 

   なお決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 

(ホームページアドレス http://www.asahi-concrete.co.jp/) 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券、10,000株券

中間配当基準日 ─────

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
 みずほインベスターズ証券株式会社  本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚につき250円

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
 みずほインベスターズ証券株式会社  本店及び全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告 (注)

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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 

(2) 半期報告書 

     [第126期中 自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日]平成17年12月26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】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年６月29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期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、私たちに財務諸表に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。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果とし

て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企業会計の基準に準拠して、

旭コンクリート工業株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29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期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、私たちに財務諸表に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。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果とし

て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企業会計の基準に準拠して、

旭コンクリート工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度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、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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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