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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 72,600 ― △316 ― 32 ― △134 ―
20年3月期第2四半期 72,728 5.7 1,761 152.3 1,955 98.3 932 104.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △1.55 ―
20年3月期第2四半期 10.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 149,583 111,606 74.6 1,286.85
20年3月期 161,177 113,141 70.1 1,303.77

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  111,539百万円 20年3月期  113,046百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 14.00 14.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 14.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 186,000 3.0 7,400 3.1 7,900 7.3 4,300 5.8 49.61

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記業績見込みは、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって見込みと異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  94,159,453株 20年3月期  94,159,453株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,482,793株 20年3月期  7,452,700株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  86,694,439株 20年3月期第2四半期  86,518,313株
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当第２四半期連結累計期間は、公共投資及び民間住宅投資等建設投資が総体的に減退傾向にある中、工
事量、製品販売数量の獲得競争が一段と激化し、原油価格高騰による原材料及び燃料の価格上昇分を請負
価格や販売価格に充分転嫁できなかったこと等により、売上高減少と原価率上昇という厳しい経営環境に
ありました。 
このような状況の中、当グループは従来から推進する民間工事と循環型事業に注力した営業を展開し、

それらの分野では健闘したものの、業績の悪化を完全に補填するに至らず、第２四半期連結累計期間の受
注高は811億５千７百万円、売上高は726億円、営業損失が３億１千６百万円となりました。また、受取利
息及び配当金等により経常利益が３千２百万円、固定資産除却損及び法人税等により四半期純損失が１億
３千４百万円となりました。 
  

  事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

当第２四半期連結累計期間の受注工事高は536億７百万円、完成工事高は447億２千７百万円、営業利
益は４億３千３百万円となりました。 

（製造・販売事業） 

当第２四半期連結累計期間のアスファルト合材及びその他製品売上高は275億４千９百万円、営業利
益は10億９千８百万円となりました。 

（その他の事業） 

当第２四半期連結累計期間のその他売上高は３億２千３百万円、営業利益は２千３百万円となりまし
た。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ126億４千８百万円減少し、699億１千７百万円となりました。こ
れは主に、回収による受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものであります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億５千４百万円増加し、796億６千６百万円となりました。こ

れは主に、土地の取得によるものであります。 
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ115億９千４百万円減少し、1,495億８千３百万円とな

りました。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ104億９千１百万円減少し、309億４千１百万円となりました。こ

れは主に、支払いによる支払手形・工事未払金等の減少によるものであります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億３千１百万円増加し、70億３千５百万円となりました。これ

は主に、子会社の新規連結に伴う負ののれん（その他）の計上によるものであります。 
以上の結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ100億５千９百万円減少し、379億７千６百万円となり

ました。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億３千４百万円減少し、1,116億６百万円となりました。こ

れは主に、剰余金の配当によるものであります。 
  

極めて厳しい経営環境ではありますが、当第２四半期連結会計期間は、第１四半期連結会計期間に比べ
製品の販売価格が一部改善されたこと等により、業績に回復の兆しがみられます。 
また、原油価格が下落傾向にあることや、当グループの売上げが後半に偏っていること等から、株価下

落による減損の発生等予測困難な点もありますが、現時点では予想売上高及び予想利益を確保できるもの
と判断いたします。 
従いまして、平成20年５月14日発表の業績予想に変更はありません。 
今後、何らかの変化が生じた場合、適時適切に開示してまいります。 

  

 該当事項はありません。 
  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法

により算定しております。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3．  連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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② 経過勘定項目の算定方法 
固定費的な要素が大きいものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっ

ております。 
③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化

がなく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度にお
いて使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
なお、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」は一括して記載しております。 

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び｢四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  
  
  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 12,633 14,373 

受取手形・完成工事未収入金等 26,434 44,450 

有価証券 13,683 11,912 

未成工事支出金等 11,934 6,239 

その他 5,990 6,140 

貸倒引当金 △758 △549 

流動資産合計 69,917 82,566 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額） 12,324 12,525 

機械・運搬具（純額） 13,062 14,316 

土地 36,268 35,404 

その他（純額） 1,866 1,392 

有形固定資産合計 63,522 63,639 

無形固定資産 1,313 748 

投資その他の資産 

投資有価証券 9,870 9,396 

その他 5,225 5,282 

貸倒引当金 △266 △456 

投資その他の資産合計 14,830 14,223 

固定資産合計 79,666 78,611 

資産合計 149,583 161,177 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 20,138 28,993 

未払法人税等 154 2,642 

未成工事受入金 5,265 3,298 

賞与引当金 2,232 2,522 

引当金 368 602 

その他 2,781 3,373 

流動負債合計 30,941 41,432 

固定負債 

退職給付引当金 5,637 5,666 

引当金 423 405 

その他 974 530 

固定負債合計 7,035 6,603 

負債合計 37,976 48,036 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,350 19,350 

資本剰余金 23,087 23,085 

利益剰余金 73,248 74,599 

自己株式 △4,064 △4,040 

株主資本合計 111,622 112,996 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △63 △76 

為替換算調整勘定 △18 126 

評価・換算差額等合計 △82 49 

少数株主持分 66 95 

純資産合計 111,606 113,141 

負債純資産合計 149,583 161,177 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 72,600 

売上原価 67,843 

売上総利益 4,757 

販売費及び一般管理費 5,073 

営業損失（△） △316 

営業外収益 

受取利息 85 

受取配当金 108 

その他 176 

営業外収益合計 370 

営業外費用 21 

経常利益 32 

特別利益 

固定資産売却益 44 

受取補償金 24 

その他 1 

特別利益合計 70 

特別損失 

固定資産除却損 112 

投資有価証券評価損 52 

その他 35 

特別損失合計 199 

税金等調整前四半期純損失（△） △96 

法人税等 63 

少数株主損失（△） △25 

四半期純損失（△） △134 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △96 

減価償却費 2,927 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 

賞与引当金の増減額（△は減少） △299 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 

受取利息及び受取配当金 △193 

為替差損益（△は益） △15 

有形固定資産除却損 112 

投資有価証券評価損益（△は益） 52 

売上債権の増減額（△は増加） 17,984 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △5,217 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,965 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,399 

その他 △916 

小計 6,760 

利息及び配当金の受取額 199 

法人税等の支払額 △2,523 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,436 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △10,482 

有価証券の売却による収入 8,487 

信託受益権の取得による支出 △4,596 

信託受益権の償還による収入 4,698 

有形固定資産の取得による支出 △1,976 

有形固定資産の売却による収入 89 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△471 

その他 △904 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △1,217 

その他 △23 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,241 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,965 

現金及び現金同等物の期首残高 22,259 

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,294 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主な事業内容 

建設事業   ：舗装、土木及びこれらに関する事業 

製造・販売事業：アスファルト合材・乳剤等の製造販売に関する事業 

その他の事業 ：建設用機械・事務用機器等のリース業務、保険代理業務、コンサルタント業務等に 

関する事業 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

建設事業 
(百万円)

製造・
販売事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

44,727 27,549 323 72,600  ─ 72,600

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 10,848 400 11,250 (11,250) ─

計 44,729 38,398 723 83,851 (11,250) 72,600

営業利益又は 
営業損失(△)

433 1,098 23 1,555 (1,872) △316

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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                       （単位：百万円、％） 

 
  

  

  

  

「参考」

  前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日）

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 72,728 100.0

Ⅱ 売上原価 66,351 91.2

売上総利益 6,376 8.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,614 6.4

営業利益 1,761 2.4

Ⅳ 営業外収益

受取利息 74

受取配当金 98

持分法による投資利益 53

投資有価証券売却益 2

その他 73

営業外収益計 302 0.4

Ⅴ 営業外費用

為替差損 35

貸倒引当金繰入額 61

その他 13

営業外費用計 109 0.1

経常利益 1,955 2.7

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 17

前期損益修正益 10

その他 1

特別利益計 28 0.0

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 161

減損損失 57

投資有価証券評価損 22

前期損益修正損 4

環境対策費用 31

その他 0

特別損失計 277 0.4

税金等調整前 
中間純利益

1,706 2.3

法人税、住民税 
及び事業税

608 0.8

法人税等調整額 161 0.2

少数株主利益 4 0.0

中間純利益 932 1.3
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                                          （単位：百万円、％）  

 
(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

6. その他の情報

部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表（個別）

区  分

前年同四半期

(平成20年３月期 

  中間会計期間)

当四半期

(平成21年３月期

   第２四半期累計期間)

増  減
（参 考）前期 

(平成20年３月期)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

受

注

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 47,252 59.4 43,946 55.5 △3,306 △7.0 96,162 55.6

コンクリート舗装 355 0.4 1,847 2.4 1,492 420.2 1,326 0.8

土木工事 6,414 8.1 7,046 8.9 631 9.8 13,691 7.9

計 54,022 67.9 52,840 66.8 △1,182 △2.2 111,180 64.3

製品部門 25,566 32.1 26,310 33.2 744 2.9 61,612 35.7

合  計 79,589 100.0 79,151 100.0 △437 △0.5 172,793 100.0

売

上

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 40,222 56.9 36,040 51.3 △4,181 △10.4 100,666 57.1

コンクリート舗装 535 0.8 460 0.7 △75 △14.0 1,049 0.6

土木工事 4,416 6.2 7,370 10.5 2,953 66.9 12,852 7.3

計 45,174 63.9 43,871 62.5 △1,303 △2.9 114,568 65.0

製品部門 25,566 36.1 26,310 37.5 744 2.9 61,612 35.0

合  計 70,740 100.0 70,182 100.0 △558 △0.8 176,181 100.0

次

期

繰

越

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 29,403 84.3 25,774 81.6 △3,628 △12.3 17,868 79.0

コンクリート舗装 211 0.6 2,055 6.5 1,843 872.6 667 2.9

土木工事 5,248 15.1 3,766 11.9 △1,482 △28.2 4,090 18.1

計 34,863 100.0 31,595 100.0 △3,267 △9.4 22,626 100.0

製品部門 ― ― ― ― ― ― ― ―

合  計 34,863 100.0 31,595 100.0 △3,267 △9.4 22,626 100.0
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