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貸 借 対 照 表 
（2019 年 3 月 31 日現在） 

単位：千円（単位未満切捨） 

科  目 金  額 科  目 金  額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 6,747,782 流動負債 6,548,404 

  現金及び預金 884,403   支払手形 960,783 

  受取手形 1,634,344   電子記録債務 837,674 

 電子記録債権 904,123   買掛金 633,818 

売掛金 2,041,576 短期借入金 2,800,000 

商品及び製品 827,587   １年内返済予定の長期借入金 484,395 

仕掛品 105,818   リース債務 95,672 

未成工事支出金 8,647   未払金 314,076 

原材料及び貯蔵品 171,904   未払費用 143,169 

前払費用 15,904   未払法人税等 51,689 

関係会社短期貸付金 126,500   未払消費税等 74,758 

その他 27,722   預り金 24,502 

貸倒引当金 △ 750   賞与引当金 89,300 

固定資産 7,105,021   役員賞与引当金 6,100 

  有形固定資産 6,113,787   設備関係支払手形 18,082 

    建物 756,574   設備関係電子記録債務 3,790 

構築物 236,087   設備関係未払金 10,590 

    機械及び装置 486,259 固定負債 1,205,228 

    車両運搬具 1,510   長期借入金 1,039,723 

    工具、器具及び備品 37,973   リース債務 116,693 

    土地 4,395,431   長期未払金 3,818 

    リース資産 196,625   長期預り金 44,993 

    建設仮勘定 3,325 負債合計 7,753,632 

  無形固定資産 186,952 （純資産の部）  

    借地権 121,673 株主資本 5,946,449 

    ソフトウェア 34,699   資本金 2,019,800 

    その他 30,579   資本剰余金 2,016,609 

  投資その他の資産 804,282     資本準備金 505,000 

    投資有価証券 152,588     その他資本剰余金 1,511,609 

    関係会社株式 476,020   利益剰余金 2,001,004 

    繰延税金資産 125,869     その他利益剰余金 2,001,004 

    長期前払費用 3,659       繰越利益剰余金 2,001,004 

    破産更生債権等 2,558   自己株式 △ 90,964 

    差入保証金 18,941 評価・換算差額等 152,722 

  前払年金費用 17,221   その他有価証券評価差額金 152,722 

    その他 9,982 
純資産合計 6,099,171 

    貸倒引当金 △ 2,558 

資産合計 13,852,804 負債・純資産合計 13,852,804 
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損 益 計 算 書 

（自 2018 年 4 月 1 日  至 2019 年 3 月 31 日） 

単位：千円（単位未満切捨） 

科  目 金  額 

  売上高  10,068,364 

  売上原価  8,365,715 

売上総利益  1,702,649 

  販売費及び一般管理費  1,539,258 

営業利益  163,390 

  営業外収益   

    受取利息 2,399  

  受取配当金 33,262  

    受取賃貸料 62,018  

    工業所有権実施許諾料 4,632  

    雑収入 26,872 129,183 

  営業外費用   

    支払利息 18,230  

    賃貸費用 25,636  

    雑損失 1,124 44,991 

経常利益  247,582 

特別利益   

補助金収入 1,729 1,729 

特別損失   

  固定資産除却損 14,840  

  減損損失 154,440  

  固定資産圧縮損 1,729 171,011 

税引前当期純利益  78,300 

法人税、住民税及び事業税 65,100  

法人税等調整額 △ 96,089 △ 30,989 

当期純利益  109,290 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

（自 2018 年 4 月 1 日  至 2019 年 3 月 31 日） 

単位：千円（単位未満切捨) 

残高及び変動事由 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 2,019,800 505,000 1,511,609 2,016,609

当期変動額  

  剰余金の配当  

  当期純利益  

  自己株式の取得   

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
 

当期変動額合計 ─ ─ ─ ─

当期末残高 2,019,800 505,000 1,511,609 2,016,609

 

残高及び変動事由 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,949,638 1,949,638 △ 90,948 5,895,099

当期変動額  

  剰余金の配当 △ 57,924 △ 57,924  △ 57,924

  当期純利益 109,290 109,290  109,290

  自己株式の取得  △ 15 △ 15

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
 

当期変動額合計 51,365 51,365 △ 15 51,349

当期末残高 2,001,004 2,001,004 △ 90,964 5,946,449

 

残高及び変動事由 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 217,131 217,131 6,112,230 

当期変動額  

  剰余金の配当 △ 57,924 

  当期純利益 109,290 

  自己株式の取得 △ 15 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△ 64,408 △ 64,408 △ 64,408 

当期変動額合計 △ 64,408 △ 64,408 △ 13,058 

当期末残高 152,722 152,722 6,099,171 



 4

個 別 注 記 表 
重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 ······················ 移動平均法による原価法 

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しておりま

す。） 

    時価のないもの ··· 移動平均法による原価法 

 

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・仕掛品 ···················· 総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定） 

未成工事支出金 ·················· 個別原価法 

商品・原材料 ···················· 移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定） 

貯蔵品 ·························· 最終仕入原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く）････ 定率法 

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            10～50 年 

機械及び装置               7～12 年 

 

（２）無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用 ････ 定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用分）の耐用年数は、社内における利用可能期間（5年）

であります。 

 

（３）リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

････ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 
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３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 ······················ 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権 

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 ······················ 従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に

対応する支給見積額を計上しております。 

（３）役員賞与引当金 ·················· 役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に対

応する支給見積額を計上しております。 

（４）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および年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理する

こととしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10

年)による定率法により、発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

（１）当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

････ 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

（２）その他の工事 

････ 工事完成基準 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表

における会計処理の方法と異なっております。 

（２）消費税等の会計処理方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 
 

表示方法の変更に関する注記 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等

を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金

負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。 
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貸借対照表に関する注記 

 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

（１）担保に供している資産 

受取手形 ················································  150,024 千円  

建物 ····················································  396,768 千円 

構築物 ···················································  57,349 千円 

機械及び装置 ············································  196,585 千円 

土地 ··················································  2,189,833 千円 

計 ····················································  2,990,561 千円 

（２）担保に係る債務 

短期借入金 ············································  1,610,042 千円 

１年内返済予定の長期借入金 ······························  417,795 千円 

長期借入金 ············································  1,020,163 千円 

計 ····················································  3,048,000 千円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 ····································  9,726,470 千円 

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 ············································  306,564 千円 

短期金銭債務 ············································  729,750 千円 

 

４．期末日満期手形等 

期末日手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、事業年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形等は満期日に交換が行

われたものとみなして処理しております。 

受取手形 ················································· 171,553 千円 

電子記録債権 ············································· 100,311 千円 

支払手形 ················································· 226,443 千円 

電子記録債務 ············································· 189,056 千円 

その他（設備関係支払手形、設備関係電子記録債務） ··········· 2,121 千円 
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損益計算書に関する注記 

 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

売上高 ··················································  594,938 千円 

仕入高 ················································  1,218,067 千円 

支払運賃等 ············································  1,083,302 千円 

営業取引以外の取引高 ········································  78,951 千円 

   

株主資本等変動計算書に関する注記 

 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式 ··················································  167,990 株 
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税効果会計に関する注記 

 

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  

  固定資産 154,301 千円 

  賞与引当金 27,200 千円 

 未払事業税 5,599 千円 

 未払費用 10,088 千円 

 貸倒引当金 1,007 千円 

  その他 3,135 千円 

繰延税金資産小計 201,333 千円 

評価性引当額 △ 3,508 千円 

繰延税金資産合計 197,825 千円 

  

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 66,710 千円 

 前払年金費用 5,245 千円 

繰延税金負債合計 71,955 千円 

繰延税金資産の純額  125,869 千円 
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関連当事者との取引に関する注記 

 １．親会社及び法人主要株主等 

（単位：千円） 

種 類 
会社等の

名称 

議決権の所有

(被所有)割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の 

関係会社 

積水樹脂 

株式会社 

所有 

直接 0.40％ 

 

被所有 

直接 23.91％ 

当社製品の販売 
コンクリート二次

製・商品等の販売 
12,421 売掛金 560

同社商品の仕入 
合成樹脂製・商品等の

購入 
326,947 

支払手形 

買掛金 

217,843

27,597
役員の兼任なし 

（注）１ 取引金額は消費税等を含んでおりませんが、残高は消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引については一般の取引と同様に市場価格を参考に、また取引条件については一般の取

引と同様な取引条件となっております。 

 

 ２．子会社及び関連会社等 

（単位：千円） 

種 類 
会社等の 

名称 

議決権の所

有(被所有)

割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 

ニッコーエ

クステリア

株式会社 

所有 

直接 100％ 

当社製品の販売 コンクリート二次

製・商品等の販売 
536,297 

電子記録債権

売掛金 

206,058

61,300
同社商品の仕入 

石材・砂利等の商品の

仕入 
17,706 買掛金 922

役員の兼任２名 

株式会社 

サンキャリ

ー 

所有 

直接 100％ 

当社製品の運送手

配及び出荷業務 
コンクリート二次

製・商品等の運送手配
1,083,302 支払手形 

買掛金 

未払金 

190,527

23,054

141,433
鉄筋加工品 等の

仕入 
鉄筋加工品等の仕入 204,820 

資金支援 

資金の貸付 ─ 短期貸付金 50,000

役員の兼任 1名 
利息の受取 926 ─ ─

東播商事 

株式会社 

所有 

直接 100％ 

同社商品の仕入 
コンクリート二次

製・商品等の仕入 
668,314 買掛金 115,274

生産設備等の 

賃貸 

土地、建物及び生産

設備の賃貸 
29,892 ─ ─

資金の貸付 50,000 短期貸付金 70,000
資金支援 

役員の兼任２名 利息の受取 1,317 ─ ─

エヌアイシ

ー株式会社 

所有 

直接 60％ 

当社製品の販売 コンクリート二次

製・商品等の販売 
46,062 

受取手形 

売掛金 

20,698

576

同社商品の仕入 

コンクリート二次

商品等の仕入 278 ─ ─
役員の兼任１名 
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（注）１ 取引金額は消費税等を含んでおりませんが、残高は消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引については一般の取引と同様に市場価格を参考に、また取引条件については一般の取

引と同様な取引条件となっております。 

短期貸付金の利息は、短期プライムレート＋0.125％／年を適用しております。 

 

 ３．兄弟会社等 

（単位：千円） 

種 類 
会社等の 

名称 

議 決 権 の

所有(被所

有)割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の 

関係会社 

の子会社 

積水樹脂 

アセットマ

ネジメント 

株式会社 

なし 

資金の借入 

 

役員の兼任なし 

資金の借入 600,000 短期借入金 150,000

利息の支払 959 ─ ─

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

短期借入金の利息は、基準金利（ＴＩＢＯＲ）＋ 0.5％／年を支払っており、受取手形を

担保提供しております。 

 

 ４．役員及び個人主要株主等 

（単位：千円） 

種 類 
会社等の 

名称 

議 決 権 の 

所有(被所

有)割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

し て い る 

会社 

株式会社 

カネカ 

当 社 役 員

の 近 親 者

が 100％を

直接保有 

当社製品の外注

委託 
外注委託 58,952 

支払手形 

 

買掛金 

10,490

5,581

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引については一般の取引と同様に市場価格を参考に、また取引条件については一般の取

引と同様な取引条件となっております。 

 

１株当たり情報に関する注記 

 

１株当たり純資産額 ···················································  2,105 円 91 銭 

１株当たり当期純利益 ····················································  37 円 74 銭 

 

 

 


