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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 117,658 ― 2,291 ― 2,591 ― 766 ―
20年3月期第3四半期 115,192 6.0 3,494 47.2 3,757 35.3 1,865 48.8

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3四半期 8.84 ―
20年3月期第3四半期 21.56 ―

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3四半期 155,018 112,466 72.5 1,296.81
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3四半期  112,390百万円 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 49.62

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、３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、３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3四半期  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3四半期  7,492,327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3四半期  86,688,641株 20年3月期第3四半期  86,513,317株
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当第３四半期連結累計期間は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な大不況から国内の
景気も急速に悪化しており、当グループを取り巻く環境は、企業の設備投資をはじめとする建設投資の減
退から工事受注量、製品販売数量の獲得競争が更に激化し、また、企業倒産の増加から貸倒れが増加、株
式市況の悪化から保有株式の減損が発生するなど、極めて厳しい経営環境にありました。 
一方では、昨年度から高騰し続けていた原材料等の価格も高値ではありますが落ち着きをみせ、ようや

く製品販売価格の改善効果が現れてきております。 
このような状況の中、当グループは民間工事と循環型事業に注力した営業を継続し、当四半期連結会計

期間では本業において相当の成績を残したものの、未だ第２四半期までの落ち込みは解消されておりませ
ん。 
第３四半期連結累計期間の受注高は1,290億７千１百万円、売上高は1,176億５千８百万円、営業利益は

22億９千１百万円となりました。また、受取利息及び配当金等により経常利益が25億９千１百万円、投資
有価証券評価損及び法人税等の影響等により四半期純利益が７億６千６百万円となりました。 
  

  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３四半期連結累計期間の受注工事高は819億９百万円、完成工事高は700億６百万円、営業利益は
13億２千６百万円となりました。 

（製造・販売事業） 

当第３四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471億６千１百万円、営業利
益は37億３千４百万円となりました。 

（その他の事業） 

当第３四半期連結累計期間のその他売上高は４億９千１百万円、営業利益は４千万円となりました。
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ64億８千９百万円減少し、760億７千６百万円となりました。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３億２千９百万円増加し、789億４千１百万円となりました。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61億５千９百万円減少し、1,550億１千８百万円とな

りました。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ58億７千５百万円減少し、355億５千７百万円となりました。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３億９千万円増加し、69億９千４百万円となりました。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54億８千４百万円減少し、425億５千１百万円となり

ました。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億７千５百万円減少し、1,124億６千６百万円となりまし

た。これは主に、剰余金の配当によるものであります。 
  

受注獲得競争の激化、株式市況や企業倒産の動向及び原油価格下落による業績への影響等予測困難で、
かつ、極めて厳しい経営環境下ではありますが、第３四半期連結会計期間の製造・販売事業において業績
の改善がみられたことや、当グループの売上が第４四半期に偏っていることから、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。 

  

・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
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 該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、第２四半期連結会計期間末に算定したものと比

べ著しい変化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒
見積高を算定しております。 

② 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。 
③ 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。 

④ 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。 

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

(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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 17,845 14,373

受取手形・完成工事未収入金等 28,946 44,450

有価証券 8,923 11,912

未成工事支出金等 15,808 6,239

その他 5,340 6,140

貸倒引当金 △787 △549

流動資産合計 76,076 82,566

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 12,208 12,525

機械・運搬具（純額） 13,371 14,316

土地 36,571 35,404

その他（純額） 1,285 1,392

有形固定資産合計 63,436 63,639

無形固定資産 1,283 748

投資その他の資産   

投資有価証券 9,209 9,396

その他 5,257 5,282

貸倒引当金 △246 △456

投資その他の資産合計 14,221 14,223

固定資産合計 78,941 78,611

資産合計 155,018 161,177

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,045 28,993

未払法人税等 326 2,642

未成工事受入金 6,868 3,298

賞与引当金 1,123 2,522

引当金 394 602

その他 3,800 3,373

流動負債合計 35,557 41,432

固定負債   

退職給付引当金 5,608 5,666

引当金 437 405

その他 947 530

固定負債合計 6,994 6,603

負債合計 42,551 48,036
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 23,088 23,085

利益剰余金 74,149 74,599

自己株式 △4,073 △4,040

株主資本合計 112,515 112,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △250 △76

為替換算調整勘定 125 126

評価・換算差額等合計 △124 49

少数株主持分 75 95

純資産合計 112,466 113,141

負債純資産合計 155,018 161,177
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 117,658

売上原価 107,654

売上総利益 10,004

販売費及び一般管理費 7,712

営業利益 2,291

営業外収益  

受取利息 123

受取配当金 118

その他 215

営業外収益合計 457

営業外費用  

為替差損 121

その他 35

営業外費用 157

経常利益 2,591

特別利益  

固定資産売却益 58

受取補償金 24

その他 18

特別利益合計 101

特別損失  

固定資産除却損 269

投資有価証券評価損 502

その他 89

特別損失合計 861

税金等調整前四半期純利益 1,831

法人税等 1,080

少数株主損失（△） △15

四半期純利益 766
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 1,831

減価償却費 4,546

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58

受取利息及び受取配当金 △242

為替差損益（△は益） 76

有形固定資産除却損 269

投資有価証券評価損益（△は益） 502

売上債権の増減額（△は増加） 15,466

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △9,092

仕入債務の増減額（△は減少） △5,938

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,002

その他 △106

小計 8,876

利息及び配当金の受取額 233

法人税等の支払額 △2,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,509

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 9,486

信託受益権の取得による支出 △7,649

信託受益権の償還による収入 7,598

有形固定資産の取得による支出 △3,290

有形固定資産の売却による収入 139

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 △1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,746

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 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522

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 21,737
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

70,006 47,161 491 117,658  ─ 117,658

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 17,387 589 17,978 (17,978) ─

計 70,007 64,548 1,080 135,637 (17,978) 117,658

営業利益 1,326 3,734 40 5,101 (2,810) 2,291

【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」

  前第３四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
(平成20年3月期
第３四半期)

金額 百分比

Ⅰ 売上高 115,192 100.0

Ⅱ 売上原価 104,776 91.0

   売上総利益 10,415 9.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,921 6.0

   営業利益 3,494 3.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息配当金 221

   持分法による投資利益 53

   その他 115

  営業外収益合計 390 0.4

Ⅴ 営業外費用

   為替差損 51

   貸倒引当金繰入額 60

   その他 16

  営業外費用合計 127 0.1

   経常利益 3,757 3.3

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 26

   その他 26

  特別利益合計 53 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 227

   その他 199

  特別損失合計 427 0.4

   税金等調整前 
   四半期純利益

3,383 2.9

   税金費用 1,507 1.3

   少数株主利益 10 0.0

   四半期純利益 1,865 1.6
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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

第３四半期累計期間)

当四半期

(平成21年3月期

第３四半期累計期間)

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 73,309 58.7 60,757 48.3 △12,552 △17.1 96,162 55.6

コンクリート舗装 643 0.5 2,128 1.7 1,485 230.7 1,326 0.8

土木工事 8,696 7.0 17,641 14.0 8,945 102.9 13,691 7.9

計 82,649 66.2 80,526 64.0 △2,122 △2.6 111,180 64.3

製品部門 42,261 33.8 45,242 36.0 2,981 7.1 61,612 35.7

合計 124,910 100.0 125,769 100.0 859 0.7 172,793 100.0

売

上

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 63,073 56.3 52,003 45.7 △11,070 △17.6 100,666 57.1

コンクリート舗装 738 0.7 649 0.6 △89 △12.1 1,049 0.6

土木工事 5,976 5.3 15,757 13.9 9,781 163.7 12,852 7.3

計 69,788 62.3 68,410 60.2 △1,378 △2.0 114,568 65.0

製品部門 42,261 37.7 45,242 39.8 2,981 7.1 61,612 35.0

合計 112,049 100.0 113,652 100.0 1,603 1.4 176,181 100.0

次

期

繰

越

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 32,608 83.9 26,622 76.6 △5,985 △18.4 17,868 79.0

コンクリート舗装 296 0.8 2,147 6.2 1,850 624.0 667 2.9

土木工事 5,970 15.3 5,973 17.2 2 0.0 4,090 18.1

計 38,875 100.0 34,742 100.0 △4,132 △10.6 22,626 100.0

製品部門 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 38,875 100.0 34,742 100.0 △4,132 △10.6 22,626 100.0
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