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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 182,022 0.8 8,751 22.0 9,256 25.7 4,818 18.6
20年3月期 180,522 6.5 7,175 △6.4 7,365 △9.5 4,062 0.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 55.58 ― 4.2 5.7 4.8
20年3月期 46.94 ― 3.6 4.5 4.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  18百万円 20年3月期  70百万円

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 163,806 115,983 70.7 1,337.38
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  115,891百万円 20年3月期  113,046百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 11,182 △7,339 △1,258 24,803
20年3月期 3,362 2,219 △1,248 22,259

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 1,217 29.8 1.1
21年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 1,216 25.2 1.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― 14.00 14.00 27.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

74,000 1.9 1,360 ― 1,540 ― 600 ― 6.92

通期 185,000 1.6 8,100 △7.4 8,700 △6.0 4,500 △6.6 51.93
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」及び20ページ「連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  7,503,949株 20年3月期  7,452,700株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 175,157 △0.6 8,528 20.8 8,904 23.4 4,527 6.2
20年3月期 176,181 6.9 7,060 △8.5 7,217 △11.0 4,264 4.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 52.09 ―

20年3月期 49.14 ―

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 158,518 114,627 72.3 1,319.23
20年3月期 156,350 111,637 71.4 1,284.06

（参考） 自己資本 21年3月期  114,627百万円 20年3月期  111,637百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 
 上記業績見込みに関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

72,000 2.6 1,360 ― 1,540 ― 600 ― 6.91

通期 180,000 2.8 8,000 △6.2 8,400 △5.7 4,300 △5.0 49.49
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上期においては米国発のサブプライムローン問題に端を発す

る世界的な金融不安と原油価格の高騰により景気の減速がみられました。下期はリーマンショックを契

機とする世界的な金融危機による企業収益の大幅な減少、雇用の調整、個人消費の低迷など、景気は急

速な悪化をたどりました。 

道路業界におきましては、公共投資の減少傾向は変わらず、民間設備投資の抑制など極めて厳しい状

況で推移しました。 

このような情勢のもと当グループは、民間工事と建設廃棄物のリサイクルや土壌改良等の循環型事業

に営業活動を拡充し受注確保に努めてまいりました。また、原油価格の高騰による原材料等の値上げに

対する製品販売価格の改善にも取り組んでまいりました。 

その結果、当連結会計年度の受注高は1,781億６千１百万円(前年同期比1.3％増)、売上高1,820億２

千２百万円(前年同期比0.8％増)となりました。 

営業利益は87億５千１百万円(前年同期比22.0％増)、経常利益は、92億５千６百万円(前年同期比

25.7％増)、当期純利益は48億１千８百万円(前年同期比18.6％増)となりました。 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

（建設事業） 

建設事業におきましては、当グループが推進する民間・小型工事の受注強化を目指し、経営資源の

都市部集中による効率経営に努めてまいりましたが、急激な景気後退から特に後半において民間工事

の受注量が伸び悩み、競争激化から結果的に原価率を押し上げ減収減益を余儀なくされました。 

当連結会計年度の受注工事高は1,091億４千９百万円(前年同期比2.6％減)、完成工事高は1,119億

６千万円(前年同期比3.5％減)、営業利益は36億４千７百万円(前年同期比28.9％減)となりました。 

  

当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は次のとおりであります。 

主要受注工事 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

発  注  者 工    事    名 工 事 場 所

苫小牧港開発株式会社 「苫小牧港東港共同倉庫」外構工事 北海道

国土交通省 両前寺地区舗装工事 秋田県

東日本高速道路株式会社 北関東自動車道 佐野舗装工事 栃木県

東京都 路面補修工事（２の23・二層式低騒音舗装） 東京都

本州四国連絡高速道路株式
会社

平成20年神戸管内橋面防水他工事 兵庫県

三菱商事石油株式会社 （仮称）三菱商事石油㈱ 岡山富田給油所改造工事 岡山県

広島高速道路公社 高速２号線 舗装工事（その２） 広島県

国土交通省 小郡改良山手地区舗装外工事 山口県

有明オイルターミナル株式
会社

有明オイルターミナル株式会社 油槽所解体および跡地土壌浄
化工事

熊本県

防衛省 徳島飛行場（20）滑走路整備土木工事 徳島県

主要完成工事

発  注  者 工    事    名 工 事 場 所

国土交通省 一般国道230号 長万部町 国縫舗装工事 北海道

宮城県 かけ道路改良工事（舗装） 宮城県

国土交通省 脇谷道路舗装工事 宮城県

いすゞ自動車株式会社 Ｂ区画２号支線道路（仮称）工事 福島県

日立建機株式会社 日立建機株式会社 常陸那珂工場第２期建設工事 茨城県

イオン株式会社 （仮称）木更津市築地地区開発工事 千葉県

東京都 街路築造工事（19四－放７ 中村橋） 東京都

カシオ計算機株式会社 カシオ計算機㈱羽村市土壌改良工事 東京都

国土交通省 徳島飛行場誘導路新設工事 徳島県

株式会社小松製作所 金沢第２工場外構工事 石川県
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（製造・販売事業） 

製造・販売事業におきましては、高騰し続けていた原材料価格も第３四半期において落ち着きをみ

せると同時に、徐々に製品販売価格の改善効果が現れ、循環型事業の売上高の増加も相俟って、増収

増益を確保することとなりました。 

当連結会計年度のアスファルト合材及びその他製品売上高は690億１千２百万円(前年同期比8.3％

増）、営業利益は90億６千万円(前年同期比63.5％増)となりました。 

（その他の事業） 

当連結会計年度のその他売上高は10億４千９百万円(前年同期比38.4％増)、営業利益は１億１千１

百万円(前年同期比9.2％増)となりました。 

  

   ② 次期の見通し 

次期につきましては、追加経済対策による景気浮揚が見込まれますが、世界的に景気回復の遅れが予

想され、先行き不透明のまま推移すると思われます。 

道路業界におきましては、公共投資に期待がもたれるものの、民間設備投資の凍結などにより民間工

事の減少が懸念され、今後の経営環境は厳しさを増していくものと予測されます。 

当グループといたしましては、都市圏に経営資源を集中し効率化を図ることにより民間工事の確保を

更に強力に推し進めてまいります。循環型事業につきましては、積極的な設備投資により磐石な営業基

盤を確立するとともに、環境に配慮した技術開発を推進し事業領域の拡大に努めてまいります。また、

社会的責任を果たすうえで地球温暖化防止策に注力し、バイオマス燃料等の活用により環境負荷低減に

も貢献してまいる所存であります。 

なお、平成22年３月期の通期見通しとして連結売上高1,850億円、連結営業利益81億円、連結経常利

益87億円、連結当期純利益45億円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ31億７千４百万円増加し、857億４千万円となりました。これ

は主に、有価証券の増加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５億４千５百万円減少し、780億６千６百万円となりました。

これは主に、減価償却費が投資額を上回ったことによる有形固定資産の減少によるものであります。 

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ26億２千８百万円増加し、1,638億６百万円となりま

した。 

(ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ６億９千３百万円減少し、407億３千９百万円となりました。

これは主に、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４億７千９百万円増加し、70億８千３百万円となりました。こ

れは主に、子会社の新規連結による負ののれんの増加によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ２億１千３百万円減少し、478億２千３百万円となり

ました。 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ28億４千１百万円増加し、1,159億８千３百万円となりまし

た。これは主に、利益の計上によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億４千４百万円増加

し、248億３百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の収入に比べ78億１

千９百万円増加し、111億８千２百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少によるもの

であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の22億１千９百万円

の収入から73億３千９百万円の支出となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入の

減少によるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出に比べ９百万

円増加し、12億５千８百万円の支出となりました。これは主に、自己株式の取得による支出の増加によ

るものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※債務償還年数は、有利子負債が存在しないため記載しておりません。 

※インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息の発生がないため記載しておりません。 

  

当社の利益配分に関する基本的な考え方は、安定配当の継続を第一義とし、将来の経営基盤の強化を

図りながら安定的な利益を確保することにあります。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回としており、「安定配当の継続」の考え方に基づき、当期

の配当金は、当初の予定通り１株当たり14円とする所存であります。なお、次期の配当金につきまして

も、当期と同様に期末配当金１株当たり14円を予定しております。 

 内部留保資金につきましては、長期的かつ安定した成長発展のための事業展開・設備投資・研究開発

等に活用していく予定であります。 

  

経営成績及び財政状態に関して、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は次のとおり

であります。 

① 物価の変動 

当グループは、アスファルト合材の製造・販売及びそれらを材料とする舗装工事の請負を主な事

業としております。販売単価や請負価格に転嫁できない大幅な石油製品等諸物価の値上がりが起こ

った場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 貸倒れの発生 

当グループは、受注に際して信用リスクの回避には 大限の注意を払っているところであります

が、今後国内景気の悪化により、当グループが設定している貸倒引当金を上回る予想し得ない貸倒

れが発生した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 減損の発生 

当グループは、当連結会計年度末現在53億３千４百万円の時価のあるその他有価証券と370億５

千７百万円の土地及び投資不動産を保有しております。今後株価及び地価が大幅に下落し、減損等

の対象となる事象が発生した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 退職給付債務 

当グループの退職給付債務は、その計算時点で想定される前提条件に基づいて算定され、年金資

産は各連結会計年度末の時価により評価されております。従って、割引率等基礎率の変更や年金資

産の時価の下落などにより損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤

務債務の発生が考えられ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

上記各事項のうち将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において判断したもので

あります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 71.4 71.0 67.1 70.1 70.7

時価ベースの自己資本比率(％) 51.1 51.8 48.5 44.3 45.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社の関係会社は、子会社13社、関連会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており、当社及

び子会社・関連会社は建設事業、製造・販売事業を主な事業としております。 

各事業における当社及び当社の関係会社の位置づけ等は次のとおりであります。なお、事業の種類別セグ

メントの区分と同一の区分であります。 

  
（建設事業） 

当社及び子会社である㈱冨士土木他７社は舗装工事、土木工事及びこれらに関連する事業を営んでおり、

在外子会社のマエダ・パシフィック・コーポレーションは建設工事全般の請負等を営んでおります。 

なお、当社は子会社に舗装工事等を発注しており、またその他の関係会社である前田建設工業㈱から舗装

工事等を請負うとともに、同社へ設備工事等の発注を行っております。 

  
（製造・販売事業） 

当社と子会社である㈱ニチユウ他３社及び関連会社である東海アスコン㈱他１社はアスファルト合材・乳

剤及びその他建設資材等の製造・販売を営んでおります。 

なお、当社は子会社及び関連会社からアスファルト合材等建設資材を一部仕入れるとともに、㈱ニチユウ

に設備工事等を発注しております。 

  
（その他の事業） 

子会社である㈱ニチユウは建設用機械・事務用機器等のリース業務及び各種保険代理業務を営んでおりま

す。また、アールテックコンサルタント㈱は土木建築工事に関するコンサルタント業務を営んでおります。 

なお、当社は子会社から事務用機器等を一部賃借しており、また、調査・設計等のコンサルタント業務を

子会社に発注しております。 

  
事業の系統図は次のとおりであります。 

  
 

※  宮田建設㈱は当連結会計年度に株式を取得し子会社となりました。 

  

2. 企業集団の状況
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当グループは土木建築工事及びこれに関連する事業を行っております。その主なものは舗装工事・ス

ポーツ施設関連工事・景観工事・設備工事等の請負・設計・調査・監理とアスファルト合材及びその関

連製品の製造販売であります。 

これらの事業を通じて広く社会資本の整備と充実に貢献し、地域社会のみなさまの日常生活の便益に

資するとともに、人にやさしい環境と豊かな文化の創造を支援していくことが社会的使命であると考

え、これを当グループの経営理念としております。 

  

当グループは今後とも企業価値を高めるための経営に徹し、ＲＯＥ５％達成を目標と考えておりま

す。 

  

当グループは建設事業と舗装材料であるアスファルト合材の製造・販売事業を経営の柱として営業

所・工場を全国に展開しております。 

従来型の公共事業の見直しが強まる中、当グループは新たな飛躍と磐石な収益基盤を確立するため全

国の都市部に経営資源を集中し、経営の基盤であるブロック体制を再構築して民間工事の受注拡大を図

っております。 

また、老朽化を迎える社会資本の維持補修技術の開発や、環境問題等社会のニーズに適合した新技

術・新工法の開発を積極的に進め、常にお客様に満足していただける良い仕事・良い製品をお届けでき

るよう、地域に密着した営業を展開してまいります。 

  

道路業界を取り巻く環境は今しばらく厳しい状況が続くものと思われますが、当グループは建設事業

におきましては、技術開発及び高度施工機械への投資を拡大し、技術者の教育・育成を強化して施工体

制の再構築を図るとともに、製造・販売事業におきましては、環境に配慮した設備への投資と市場を考

慮した設備・人員の配置を行うことでより効率的な生産・販売体制の再構築を図って、持続的な成長・

発展を目指す所存であります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 14,373 13,410 

受取手形・完成工事未収入金等 44,450 43,634 

有価証券 11,912 16,421 

未成工事支出金等 6,239 ※1 6,409 

繰延税金資産 1,758 2,015 

その他 4,382 4,672 

貸倒引当金 △549 △823 

流動資産合計 82,566 85,740 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物 28,340 28,724 

機械・運搬具 64,193 64,346 

土地 35,404 36,775 

建設仮勘定 339 56 

その他 3,743 3,273 

減価償却累計額 △68,382 △70,280 

有形固定資産合計 63,639 62,896 

無形固定資産 

借地権 209 209 

電話加入権 81 84 

その他 457 915 

無形固定資産合計 748 1,209 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 9,396 ※2 8,794 

繰延税金資産 1,687 1,982 

その他 3,595 3,441 

貸倒引当金 △456 △258 

投資その他の資産合計 14,223 13,960 

固定資産合計 78,611 78,066 

資産合計 161,177 163,806 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 28,993 26,276 

未払法人税等 2,642 3,801 

未成工事受入金 3,298 3,244 

賞与引当金 2,522 2,733 

役員賞与引当金 99 97 

完成工事補償引当金 74 73 

工事損失引当金 428 154 

損害賠償引当金 － 88 

その他 3,373 4,269 

流動負債合計 41,432 40,739 

固定負債 

退職給付引当金 5,666 5,734 

役員退職慰労引当金 405 454 

負ののれん 394 644 

その他 136 250 

固定負債合計 6,603 7,083 

負債合計 48,036 47,823 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,350 19,350 

資本剰余金 23,085 23,088 

利益剰余金 74,599 78,200 

自己株式 △4,040 △4,083 

株主資本合計 112,996 116,557 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △76 △485 

為替換算調整勘定 126 △180 

評価・換算差額等合計 49 △666 

少数株主持分 95 92 

純資産合計 113,141 115,983 

負債純資産合計 161,177 163,806 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 180,522 182,022 

売上原価 164,008 162,834 

売上総利益 16,513 19,187 

販売費及び一般管理費 ※1 9,337 ※1 10,435 

営業利益 7,175 8,751 

営業外収益 

受取利息 13 5 

有価証券利息 141 144 

受取配当金 113 125 

投資有価証券売却益 2 － 

持分法による投資利益 70 18 

負ののれん償却額 － 115 

その他 170 173 

営業外収益合計 511 581 

営業外費用 

為替差損 233 22 

貸倒引当金繰入額 59 － 

その他 29 54 

営業外費用合計 321 76 

経常利益 7,365 9,256 

特別利益 

固定資産売却益 44 69 

国庫補助金 ※2 1,101 － 

受取補償金 － 24 

工事損失引当金戻入額 － 14 

その他 26 3 

特別利益合計 1,171 111 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 371 ※3 402 

減損損失 ※4 230 ※4 30 

投資有価証券評価損 50 544 

前期損益修正損 ※5 41 ※5 87 

工事損失引当金繰入額 ※6 369 － 

その他 42 101 

特別損失合計 1,106 1,167 

税金等調整前当期純利益 7,430 8,200 

法人税、住民税及び事業税 2,901 3,747 

法人税等調整額 452 △367 

法人税等合計 3,354 3,380 

少数株主利益 14 1 

当期純利益 4,062 4,818 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 19,350 19,350 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,350 19,350 

資本剰余金 

前期末残高 23,015 23,085 

当期変動額 

自己株式の処分 2 2 

株式交換による変動 68 － 

当期変動額合計 70 2 

当期末残高 23,085 23,088 

利益剰余金 

前期末残高 71,752 74,599 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,062 4,818 

当期変動額合計 2,847 3,600 

当期末残高 74,599 78,200 

自己株式 

前期末残高 △4,124 △4,040 

当期変動額 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 4 12 

株式交換による変動 119 － 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

－ △0 

当期変動額合計 84 △42 

当期末残高 △4,040 △4,083 

株主資本合計 

前期末残高 109,993 112,996 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,062 4,818 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 6 15 

株式交換による変動 187 － 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減 

－ △0 

当期変動額合計 3,002 3,561 

当期末残高 112,996 116,557 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,252 △76 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,329 △409 

当期変動額合計 △1,329 △409 

当期末残高 △76 △485 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △31 126 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

158 △306 

当期変動額合計 158 △306 

当期末残高 126 △180 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,221 49 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,171 △715 

当期変動額合計 △1,171 △715 

当期末残高 49 △666 

少数株主持分 

前期末残高 82 95 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13 △3 

当期変動額合計 13 △3 

当期末残高 95 92 

純資産合計 

前期末残高 111,296 113,141 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,062 4,818 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 6 15 

株式交換による変動 187 － 

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株
式の増減 

－ △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,157 △719 

当期変動額合計 1,844 2,841 

当期末残高 113,141 115,983 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 7,430 8,200 

減価償却費 5,841 6,373 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40 75 

賞与引当金の増減額（△は減少） △150 201 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △1 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 5 △1 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 412 △217 

損害賠償引当金の増減額（△は減少） － 88 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 66 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △88 46 

受取利息及び受取配当金 △268 △274 

為替差損益（△は益） 165 △7 

投資有価証券評価損益（△は益） 50 544 

持分法による投資損益（△は益） △70 △18 

固定資産売却損益（△は益） △44 △69 

有形固定資産除却損 371 402 

減損損失 230 30 

負ののれん償却額 － △115 

補助金収入 △1,101 － 

売上債権の増減額（△は増加） △1,482 713 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 1,029 304 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,432 △2,729 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △659 △621 

前受金の増減額（△は減少） △35 △56 

その他 △71 566 

小計 7,156 13,501 

利息及び配当金の受取額 270 286 

法人税等の支払額 △4,063 △2,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,362 11,182 

― 13 ―

前田道路㈱(1883)平成21年３月期　決算短信



(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 △13,274 △12,480 

有価証券の売却及び償還による収入 20,881 11,481 

信託受益権の取得による支出 △17,144 △9,908 

信託受益権の償還による収入 20,617 9,853 

有形固定資産の取得による支出 △8,661 △4,908 

有形固定資産の売却による収入 114 358 

国庫補助金の受取額 1,000 － 

投資有価証券の取得による支出 △1,072 △10 

投資有価証券の売却及び償還による収入 281 14 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※2 76 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ ※3 △471 

貸付けによる支出 △63 △98 

貸付金の回収による収入 77 89 

その他 △614 △1,259 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,219 △7,339 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の増減額（△は増加） △32 △39 

配当金の支払額 △1,214 △1,217 

その他 △1 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,248 △1,258 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △40 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,231 2,544 

現金及び現金同等物の期首残高 18,027 22,259 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 22,259 ※1 24,803 
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該当事項なし。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社４社を連結している。

 連結子会社名及び非連結子会社名は

次のとおりである。

 連結子会社名

  ㈱ニチユウ、マエダ・パシフィッ

ク・コーポレーション、アールテ

ックコンサルタント㈱、㈱冨士土

木

 子会社５社を連結している。

 連結子会社名及び非連結子会社名は

次のとおりである。

 連結子会社名

  ㈱ニチユウ、マエダ・パシフィッ

ク・コーポレーション、アールテ

ックコンサルタント㈱、㈱冨士土

木、宮田建設㈱

 ㈱冨士土木は、平成20年２月15日付

の株式交換により当社の完全子会社と

なったため、みなし取得日を当連結会

計年度末とし、貸借対照表のみを連結

している。

 宮田建設㈱の株式を新たに取得した

ことから、第２四半期連結会計期間末

より連結の範囲に含めている。

 非連結子会社名

  会津工業㈱、青葉建設㈱、㈱石橋

組、けやき道路工業㈱、長沼運送

㈱、㈱クラハシ

 非連結子会社名

  会津工業㈱、青葉建設㈱、㈱石橋

組、けやき道路工業㈱、長沼運送

㈱、㈱クラハシ、他２社

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いない。

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いない。

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社２社及び関連会社２社

に対する投資について、持分法を適用

している。 

 持分法を適用した非連結子会社名及

び関連会社名は次のとおりである。 

 非連結子会社名 

  会津工業㈱、青葉建設㈱

 非連結子会社２社及び関連会社２社

に対する投資について、持分法を適用

している。

 持分法を適用した非連結子会社名及

び関連会社名は次のとおりである。

 非連結子会社名

  会津工業㈱、青葉建設㈱

 関連会社名  関連会社名

  東海アスコン㈱、双和産業㈱   東海アスコン㈱、双和産業㈱

 持分法非適用非連結子会社名  持分法非適用非連結子会社名

  ㈱石橋組、けやき道路工業㈱、長

沼運送㈱、㈱クラハシ

  ㈱石橋組、けやき道路工業㈱、長

沼運送㈱、㈱クラハシ、他２社

 持分法非適用会社は、いずれも小規

模会社であり、合計の当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない。

 持分法非適用会社は、いずれも小規

模会社であり、合計の当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち、マエダ・パシフ

ィック・コーポレーションの決算日は

12月31日である。従って連結財務諸表

の作成に当たっては、子会社決算日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、

必要な調整を行っている。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

 満期保有目的の債券

  償却原価法（定額法）

 その他有価証券

  時価のあるもの

決算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

は主として移動平均法により算

定）

  時価のないもの

    移動平均法による原価法

有価証券

 満期保有目的の債券

同左

 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

たな卸資産

 未成工事支出金

原価法（個別法）

 材料貯蔵品

原価法（ 終仕入原価法）

たな卸資産

 未成工事支出金

同左

 材料貯蔵品及び製品貯蔵品

原価法（ 終仕入原価法）
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により
算定）

（会計方針の変更）
当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計
基準第９号 平成18年７月５日公表
分）を適用している。
これによる損益に与える影響及び

セグメント情報に与える影響はな
い。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産
当社及び国内連結子会社は、主と

して定率法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。
ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）
については、定額法によっている。
在外連結子会社は主に定額法によ

っている。

有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、主と

して定率法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。
ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）
については、定額法によっている。
在外連結子会社は主に定額法によ

っている。
（会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法等の
一部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83号））に伴
い、当連結会計年度から、当社及び
国内連結子会社は、平成19年４月１
日以降に取得したものについては、
改正後の法人税法に基づく方法に変
更している。
これにより、前連結会計年度と同

一の方法によった場合と比べ、営業
利益、経常利益及び税金等調整前当
期純利益が、それぞれ213百万円減
少している。
なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載している。
（追加情報）

当連結会計年度から、当社及び国
内連結子会社は、平成19年３月31日
以前に取得したものについては、償
却可能限度額まで償却した翌連結会
計年度から、残存簿価を５年間で均
等償却する方法によっている。
これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が287
百万円減少している。
なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載している。

（追加情報）
当社及び国内連結子会社は、減価

償却資産の耐用年数等に関する平成
20年度法人税法の改正を契機とし
て、機械装置の耐用年数について見
直しを行い、当連結会計年度より改
正後の法人税法に基づく耐用年数を
適用している。
これによる損益に与える影響及び

セグメント情報に与える影響は軽微
である。

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を採用してい
る。

無形固定資産
定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。

無形固定資産
同左

長期前払費用
定額法によっている。
なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。

長期前払費用
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基
準

貸倒引当金
債権の回収危険に対処し、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検討し、回収不
能見込額を計上している。

貸倒引当金
同左

賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、従業

員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、支給見積額に基づき計上
している。

賞与引当金
同左

役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき
計上している。

役員賞与引当金
同左

完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に

備えるため、当連結会計年度の完成
工事高に対する将来の見積補償額に
基づき計上している。

完成工事補償引当金
同左

工事損失引当金
当連結会計年度末手持工事のう

ち、重要な損失の発生が見込まれる
ものについて、その損失見込額を計
上している。

工事損失引当金
同左

損害賠償引当金
将来発生すると見込まれる損害賠

償金の見積額を計上している。

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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、当連結会計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
いる。

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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、当連結会計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
いる。

ただし、当連結会計年度末におい
て年金資産の見込額が退職給付債務
の見込額を超えているため、その超
過額を前払年金費用として、投資そ
の他の資産「その他」に含めて表示
している。

ただし、当連結会計年度末におい
て年金資産の見込額が退職給付債務
の見込額を超えているため、その超
過額を前払年金費用として、投資そ
の他の資産「その他」に含めて表示
している。

なお、会計基準変更時差異（674
百万円）については、８年による按
分額を退職給付費用から控除してい
る。
過去勤務債務は、発生した各連結

会計年度における従業員の平均残存
勤務期間（12～15年）による定額法
により費用処理している。。
数理計算上の差異は、発生した各

連結会計年度における従業員の平均
残存勤務期間（12～15年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理す
ることとしている。

過去勤務債務は、発生した各連結
会計年度における従業員の平均残存
勤務期間（12～15年）による定額法
により費用処理している。
数理計算上の差異は、発生した各

連結会計年度における従業員の平均
残存勤務期間（12～15年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理す
ることとしている。

役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく連結会
計年度末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (4) 完成工事高の計上基準  当社及び国内連結子会社は、工事完
成基準によっている。在外連結子会社
は工事進行基準によっている。

同左

 (5) 重要なリース取引の処
理方法

 当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社については、主
として通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理によっている。

――――――――――

 (6) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっている。

消費税等の会計処理
同左

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価は
全面時価評価法によっている。

同左

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

 負ののれんの償却については、５年
間で均等償却している。

 のれん及び負ののれんの償却につい
ては、５年間で均等償却している。

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなる。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― (リース取引に関する会計基準)

 当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引について、従来、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いたが、当連結

会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、引き続き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いる。

 これによる損益に与える影響及びセグメント情報に

与える影響は軽微である。

―――――――――― (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い)

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用してい

る。

 これによる損益に与える影響及びセグメント情報に

与える影響はない。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１     ――――――――――― ※１ 未成工事支出金等の内訳

未成工事支出金 5,534百万円

材料貯蔵品 846

製品貯蔵品 27

※２ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりである。

 投資有価証券(株式) 770百万円

※２ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりである。

投資有価証券(株式) 826百万円

○ 受取手形裏書譲渡高 15,197百万円 ○ 受取手形裏書譲渡高 15,157百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

  役員賞与引当金繰入額 99百万円

  従業員給料手当 3,647

  賞与引当金繰入額 665

  退職給付費用 306

  貸倒引当金繰入額 397

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

 役員賞与引当金繰入額 97百万円

 従業員給料手当 3,821

 賞与引当金繰入額 740

 退職給付費用 511

 貸倒引当金繰入額 501

 ○ 研究開発費

   一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は、485百万円である。

 ○ 研究開発費

   一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は、458百万円である。

※２ 木質バイオマス コ-ジェネレーション事業の実施

に伴い受領した、新エネルギー事業者支援対策費

補助金を計上した。

※２     ―――――――――――

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

 建物・構築物 117百万円

 機械・運搬具 211

 その他 43

 計 371

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

建物・構築物 142百万円

機械・運搬具 251

その他 8

計 402

― 21 ―

前田道路㈱(1883)平成21年３月期　決算短信



 
  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※４ 減損損失

   当グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上した。

用途 種類 場所 金額

事業用資産
①

土地
釧路営業所・
釧路合材工場
北海道釧路市

57百万円

事業用資産
②

土地
富士宮営業所
静岡県富士宮
市

114

事業用資産
③

建物等
海老名出張所
神奈川県海老
名市

58

計 230

 

※４ 減損損失

   当グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上した。

用途 種類 場所 金額

事業用資産 土地
富士宮営業所
静岡県富士宮
市

17百万円

遊休資産 土地 宮城県名取市 6

共用資産 建物、土地 福岡県福岡市 6

計 30

（経緯）

事業用資産①及び②は、それぞれ当社釧路営業

所、釧路合材工場及び富士宮営業所の資材置き場や

駐車場として使用していたが、稼働率の低下等から

当連結会計年度において使用を停止することを決定

したため、回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として認識した。なお、当資産の回収可能額

は、固定資産税評価額を基礎に算定した正味売却価

額である。

事業用資産③は、当社海老名出張所が使用してい

たが、当連結会計年度末において使用を停止するこ

とを決定したため、使用価値を零として減損損失を

認識した。

事業用資産③の内訳は、建物・構築物58百万円、

機械・運搬具０百万円及びその他０百万円である。

（経緯）

事業用資産は、当社富士宮営業所の事務所用地と

して使用していたが、当連結会計年度末において営

業所を移転することを決定したため、回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として認識した。

なお、当資産の回収可能額は、取引実績に基づいた

正味売却価額である。

遊休資産は、固定資産税評価額を基礎に算定した

正味売却価額が下落したため、減損損失として認識

した。

共用資産は、当社九州支店の社宅として使用して

いたが、当連結会計年度末において売却することを

決定したため、回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識した。なお、当資産の回収可

能額は、契約に基づいた正味売却価額である。

共用資産の内訳は、建物２百万円、土地４百万円

である。

（グルーピングの方法）

工事事業部門については各事業所、製品事業部門

については各工場を独立したキャッシュ・フローを

生み出す 小の単位とし、本店等の全社資産につい

ては共用資産としてグルーピングしている。

遊休資産については、個別の物件毎に評価してい

る。

（グルーピングの方法）

工事事業部門については各事業所、製品事業部門

については各工場を独立したキャッシュ・フローを

生み出す 小の単位とし、本店等の全社資産につい

ては共用資産としてグルーピングしている。

遊休資産については、個別の物件毎に評価してい

る。

※５ 過年度完成工事原価の誤謬等の修正によるもので

ある。

※５ 過年度完成工事高及び完成工事原価の誤謬等の修

正によるものである。

※６ グアムアンダーソン基地内の貯水タンク蓋崩落事

故に伴う負担費用の見込額を計上している。

※６     ―――――――――――
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加             38,831株 

減少数の内訳は、次のとおりである。 

 株式交換による減少                   209,000株 

 単元未満株式の売渡請求による売渡しによる減少       7,069株 
  

   該当事項なし。 
  

 
  

 
  

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加             71,836株 

 持分法適用会社に対する持分比率の変動による増加       500株 

減少数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の売渡請求による売渡しによる減少      21,087株 
  

   該当事項なし。 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 94,159,453 ― ― 94,159,453

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,629,938 38,831 216,069 7,452,700

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,214 14 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,217 14 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 94,159,453 ― ― 94,159,453

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,452,700 72,336 21,087 7,503,949

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,217 14 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,216 14 平成21年３月31日 平成21年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金預金勘定 14,373百万円

有価証券勘定 11,912

計 26,285

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△32

償還期間が３ヶ月を 
超える債券等

△3,993

現金及び現金同等物 22,259
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金預金勘定 13,410百万円

有価証券勘定 16,421

計 29,832

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△32

償還期間が３ヶ月を
超える債券等

△4,996

現金及び現金同等物 24,803

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳  

㈱冨士土木を新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳、当該子会社の取得価額

及び取得による収入（純額）との関係は次のとお

りである。

流動資産 1,405百万円

固定資産 602

流動負債 △1,099

固定負債 △90

負ののれん △394

子会社の取得価額 423

株式交換による株式の交付 △187

子会社の現金及び現金同等物 △312

子会社株式取得による収入 76

※２     ――――――――――

※３     ―――――――――― ※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳  

宮田建設㈱を新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳、当該子会社の取得価額

及び取得による支出（純額）との関係は次のとお

りである。

流動資産 859百万円

固定資産 1,173

流動負債 △736

固定負債 △160

負ののれん △365

子会社の取得価額 770

子会社の現金及び現金同等物 △298

子会社株式取得による支出 471

 ○ 重要な非資金取引の内容  

自己株式を用いた株式交換

自己株式減少額 119百万円

資本剰余金増加額 68

――――――――――
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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いる。 

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 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,606百万円であり、当社本店の管

理部門に係る費用である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は51,664百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金(現金預金、有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資金等である。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法 有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から、当社

及び国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更している。これにより、当連結会計年度の営業費用は、建設事業が66百万円、製造・販売事業が134

百万円、その他の事業が３百万円及び消去又は全社が９百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少してい

る。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法 有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計年度から、当社及び国

内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却した翌連結会

計年度から、残存簿価を５年間で均等償却する方法によっている。これにより、当連結会計年度の営業費用

は、建設事業が67百万円、製造・販売事業が217百万円、その他の事業が０百万円及び消去又は全社が２百

万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

116,029 63,734 758 180,522 ― 180,522

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 23,700 789 24,490 (24,490) ―

計 116,030 87,434 1,548 205,013 (24,490) 180,522

  営業費用 110,897 81,894 1,445 194,237 (20,891) 173,346

  営業利益 5,132 5,540 102 10,775 (3,599) 7,175

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 51,640 58,312 885 110,838 50,339 161,177

  減価償却費 1,317 3,801 227 5,346 494 5,841

  減損損失 201 28 ― 230 ― 230

  資本的支出 1,466 5,159 299 6,925 325 7,250
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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いる。 

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 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,086百万円であり、当社本店の管

理部門に係る費用である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は53,935百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金(現金預金、有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資金等である。 

  
    

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれ

も90％を超えているため、記載を省略している。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれ

も90％を超えているため、記載を省略している。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

111,960 69,012 1,049 182,022 ― 182,022

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 24,922 773 25,698 (25,698) ―

計 111,962 93,934 1,823 207,720 (25,698) 182,022

  営業費用 108,314 84,874 1,711 194,899 (21,629) 173,270

  営業利益 3,647 9,060 111 12,820 (4,068) 8,751

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 51,697 59,660 348 111,706 52,099 163,806

  減価償却費 1,330 4,236 230 5,797 575 6,373

  減損損失 17 ― ― 17 13 30

  資本的支出 1,585 3,697 167 5,450 302 5,752

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

当社及び国内連結子会社は、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

について、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じて会計処理を行っている。

 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

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産

(機械・
運搬具)

27 11 16

(その他) 847 599 247

無形固定
資産

(その他) 1,069 696 373

合計 1,945 1,307 637

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産

(機械・
運搬具)

4 4 0

(その他) 133 120 13

無形固定
資産

(その他) 916 745 170

合計 1,054 870 183

  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

 ②未経過リース料期末残高

相当額

 

１年内 354百万円

１年超 283

合計 637

 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が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

している。

 

１年内 177百万円

１年超 6

合計 183

同左

 ③支払リース料及び減価償

却費相当額

   支払リース料

   減価償却費相当額

430百万円

430百万円

483百万円

483百万円

 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いる。

同左
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(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般的な不動産取引価格に基づいて決定している。 

  

該当事項なし。 

(関連当事者情報)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金

（百万円）
事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

関係内容

所有
（％）

被所有
（％）

役員の 
兼任等

事業上の関係

役員及びそ
の近親者

三宅武雄

― ― ― ― ― ― ―

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

事務所用土地及び建物の賃借 2 敷金保証金 2

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21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

繰延税金資産

 未払事業税 214百万円

 貸倒引当金 238

 賞与引当金 1,137

 貸倒損失 365

 退職給付引当金 2,223

 役員退職慰労引当金 164

 投資不動産評価損 113

 その他 740

繰延税金資産小計 5,198

 評価性引当額 △697

繰延税金資産合計 4,500
 

 

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

繰延税金資産

未払事業税 297百万円

貸倒引当金 303

賞与引当金 1,231

貸倒損失 433

退職給付引当金 2,127

役員退職慰労引当金 184

投資不動産評価損 144

減損損失 129

その他有価証券評価差額金 244

その他 560

繰延税金資産小計 5,656

評価性引当額 △746

繰延税金資産合計 4,909

繰延税金負債

 資産評価差益 △130

 特別償却準備金 △98

 固定資産圧縮積立金 △821

 その他有価証券評価差額金 △5

繰延税金負債合計 △1,055

繰延税金資産の純額 3,445
 

繰延税金負債

資産評価差益 △288

特別償却準備金 △54

固定資産圧縮積立金 △727

繰延税金負債合計 △1,069

繰延税金資産の純額 3,840

 

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

2.1

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△0.5

 住民税均等割等 1.6

 評価性引当額の増減 3.1

 その他 △1.5

  税効果会計適用後の法人税等の
  負担率

45.1

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

1.4

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.0

住民税均等割等 1.6

評価性引当額の増減 △0.6

その他 △0.5

 税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

41.2

― 29 ―

前田道路㈱(1883)平成21年３月期　決算短信



  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対 
照表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

  株式 965 1,766 800 409 576 166

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

(1) 株式 5,168 4,242 △926 5,645 4,751 △893

(2) その他 11 10 △0 11 6 △5

小計 5,180 4,253 △926 5,656 4,757 △898

合計 6,146 6,020 △125 6,066 5,334 △732

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

売却額(百万円) 22 17

売却益の合計額(百万円) 5 ―

売却損の合計額(百万円) 3 0

３ 時価評価されていない主な有価証券

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  国債 3,998 12,994

  コマーシャル・ペーパー 4,492 ―

  社債 1,498 1,499

(2) その他有価証券

  マネー・マネージメント・ 
  ファンド

410 412

  中期国債ファンド 708 710

  合同運用指定金銭信託 2,302 2,303
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 
  

 

  

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

  

 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

(1) 債券

  国債 3,998 ― ― ―

  社債 ― 1,498 ― 300

(2) その他 6,492 ― ― ―

合計 10,490 1,498 ― 300

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

(1) 債券

  国債 12,994 ― ― ―

  社債 ― 1,499 ― 300

(2) その他 2,000 ― ― ―

合計 14,994 1,499 ― 300
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほ

か、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度を設

け、また、国内連結子会社は確定拠出型の特定退職金

共済制度に加入している。

  また、従業員の退職時に際して割増退職金を支払う

場合がある。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

退職給付債務 △31,713百万円

年金資産 23,591

未積立退職給付債務 △8,121

会計基準変更時差異の未処理額 ―

未認識数理計算上の差異 1,693

未認識過去勤務債務 941

連結貸借対照表計上純額 △5,486

前払年金費用 180

退職給付引当金 △5,666

 (注) １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載して
いる。

    ２ 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ
たり、簡便法を採用している。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

退職給付債務 △35,107百万円

年金資産 19,107

未積立退職給付債務 △16,000

未認識数理計算上の差異 10,991

未認識過去勤務債務 △244

連結貸借対照表計上純額 △5,253

前払年金費用 480

退職給付引当金 △5,734

 (注) １ 厚生年金基金の代行部分を含めて記載して
いる。

    ２ 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ
たり、簡便法を採用している。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 (注) ２，３ 1,256百万円

利息費用 773

期待運用収益 △665

会計基準変更時差異の費用処理額 △84

数理計算上の差異の費用処理額 △67

過去勤務債務の費用処理額 83

退職給付費用 1,296

 (注) １ 上記退職給付以外に、割増退職金38百万円

を支払っている。

    ２ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除

している。

    ３ 簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、勤務費用に計上している。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 (注) ２，３ 1,289百万円

利息費用 792

期待運用収益 △636

数理計算上の差異の費用処理額 259

過去勤務債務の費用処理額 △16

退職給付費用 1,688

 (注) １ 上記退職給付以外に、割増退職金24百万円

を支払っている。

    ２ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除

している。

    ３ 簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、勤務費用に計上している。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.5％

期待運用収益率 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 12年～15年

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額
法)

数理計算上の差異の処理年数 12年～15年
 (発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額

法により翌連結会計年度から費用処理すること
としている。)

会計基準変更時差異の処理年数 ８年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.9％

期待運用収益率 2.7％

過去勤務債務の額の処理年数 12年～15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額
法)

数理計算上の差異の処理年数 12年～15年
(発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額
法により翌連結会計年度から費用処理すること
としている。)
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後

企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 
(2) 企業結合の法的形式 

株式交換による㈱冨士土木の完全子会社化 

なお、当連結会計年度中に一部の株式を株式譲受により取得している。 

(3) 結合後企業の名称 

変更なし。 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

当社及び㈱冨士土木が、互いに保持している技術力及び職員を友好的に相互活用し、当グル

ープの企業価値を更に向上させるため、平成20年２月15日に株式交換を行い㈱冨士土木を当社

の完全子会社とした。 

２ 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）に基づき処理している。 

なお、当連結会計年度末日をみなし取得日とし、貸借対照表のみを連結している。 

３ 結合当事企業の取得原価及びその内訳 

 
４ 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

(1) 株式の種類及び交換比率 

普通株式   当社 1 ： ㈱冨士土木 9.5 

(2) 交換比率の算定方法 

株式交換比率の算定に当たっては、㈱キャピタル・ストラテジー・コンサルティングを第三

者機関に選定し、株式交換比率の算定を依頼した。㈱キャピタル・ストラテジー・コンサルテ

ィングは、当社については市場株価平均法、㈱冨士土木については純資産額法、ＤＣＦ法及び

売買事例法等により株式交換比率を算定した。当社及び㈱冨士土木はその算定結果を参考に、

両者で協議のうえ、株式交換比率を決定した。 

(3) 交付株式数及びその評価額 

209,000株       187百万円 

５ 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) 負ののれんの金額  394百万円 

(2) 発生原因 

結合当事企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した額（純額）が、取得原価合計を

上回ることにより発生した。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

６  企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該連結会計年度以降の会計処理方針 

該当事項なし。 

７  取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名 

該当事項なし。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項なし。 

(企業結合等関係)

① 結合当事企業の名称 ㈱冨士土木

② 事業の内容 舗装、土木及びこれらに関する事業
アスファルト合材、その他建設資材の製造販売に関する事業

取得の対価

   現金 236百万円

   当社の普通株式 187

   取得原価 423
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

２ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりである。 

(1) １株当たり純資産額 

  

 
  

(2) １株当たり当期純利益 

  

 
  

該当事項なし。 

  

デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示

の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略した。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,303.77円 1,337.38円

１株当たり当期純利益 46.94円 55.58円

項目
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 113,141 115,983

純資産の部の合計額 
から控除する金額

(百万円) 95 92

（うち少数株主持分） (百万円) (95) (92)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 113,046 115,891

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数

(千株) 86,706 86,655

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 4,062 4,818

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,062 4,818

普通株式の期中平均株式数 (千株) 86,541 86,682

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 13,589 12,071 

受取手形 ※1 2,027 ※1 3,264 

完成工事未収入金 ※1 25,941 ※1 22,401 

売掛金 ※1 14,374 ※1 16,015 

有価証券 11,912 16,421 

金銭債権信託受益権 2,598 2,659 

未成工事支出金 4,974 4,960 

材料貯蔵品 1,166 814 

繰延税金資産 1,724 1,987 

その他 1,245 1,070 

貸倒引当金 △541 △797 

流動資産合計 79,012 80,870 

固定資産 

有形固定資産 

建物 23,542 23,615 

減価償却累計額 △12,560 △12,958 

建物（純額） 10,982 10,657 

構築物 4,563 4,634 

減価償却累計額 △3,126 △3,377 

構築物（純額） 1,436 1,257 

機械及び装置 59,303 59,116 

減価償却累計額 △46,037 △46,989 

機械及び装置（純額） 13,265 12,127 

車両運搬具 4,100 4,147 

減価償却累計額 △3,320 △3,235 

車両運搬具（純額） 780 911 

工具器具・備品 2,736 3,122 

減価償却累計額 △2,226 △2,367 

工具、器具及び備品（純額） 510 754 

土地 34,646 35,599 

建設仮勘定 339 56 

有形固定資産合計 61,961 61,363 

無形固定資産 

借地権 209 209 

電話加入権 80 80 

その他 420 834 

無形固定資産合計 710 1,124 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,276 4,869 

関係会社株式 3,189 4,355 

長期貸付金 99 99 

関係会社長期貸付金 1,304 1,305 

長期前払費用 278 290 

敷金及び保証金 802 802 

投資不動産 267 226 

繰延税金資産 1,622 1,914 

その他 ※1 1,278 ※1 1,552 

貸倒引当金 △456 △258 

投資その他の資産合計 14,664 15,159 

固定資産合計 77,337 77,648 

資産合計 156,350 158,518 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 16,391 14,395 

買掛金 11,011 10,129 

未払金 1,766 2,464 

未払費用 743 792 

未払法人税等 2,418 3,770 

未成工事受入金 3,218 2,803 

預り金 188 157 

賞与引当金 2,500 2,700 

役員賞与引当金 92 86 

完成工事補償引当金 74 70 

工事損失引当金 64 40 

損害賠償引当金 － 88 

その他 198 250 

流動負債合計 38,668 37,746 

固定負債 

退職給付引当金 5,661 5,728 

役員退職慰労引当金 340 375 

その他 42 41 

固定負債合計 6,044 6,145 

負債合計 44,712 43,891 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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 

資本準備金 23,006 23,006 

その他資本剰余金 76 79 

資本剰余金合計 23,082 23,085 

利益剰余金 

利益準備金 3,728 3,728 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 145 80 

固定資産圧縮積立金 1,217 1,077 

別途積立金 59,200 59,200 

繰越利益剰余金 9,117 12,632 

利益剰余金合計 73,408 76,719 

自己株式 △4,125 △4,167 

株主資本合計 111,716 114,987 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △79 △360 

評価・換算差額等合計 △79 △360 

純資産合計 111,637 114,627 

負債純資産合計 156,350 158,518 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

完成工事高 114,568 108,135 

製品売上高 61,612 67,021 

売上高合計 176,181 175,157 

売上原価 

完成工事原価 105,949 100,779 

製品売上原価 

当期製品製造原価 67,628 70,730 

運搬費 9,575 9,145 

製品他勘定振替高 ※1 22,804 ※1 23,683 

製品売上原価 54,399 56,192 

売上原価合計 160,348 156,971 

売上総利益 

完成工事総利益 8,619 7,356 

製品売上総利益 7,213 10,828 

売上総利益合計 15,833 18,185 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 272 258 

役員賞与引当金繰入額 92 86 

従業員給料手当 3,282 3,395 

賞与引当金繰入額 654 714 

退職給付費用 299 503 

役員退職慰労引当金繰入額 43 45 

法定福利費 513 539 

福利厚生費 194 162 

修繕維持費 43 50 

事務用品費 271 171 

通信交通費 425 416 

動力用水光熱費 52 58 

調査研究費 ※2 442 ※2 409 

広告宣伝費 12 11 

貸倒引当金繰入額 391 474 

貸倒損失 129 372 

交際費 62 60 

寄付金 40 30 

地代家賃 239 254 

減価償却費 256 288 

租税公課 286 281 

保険料 20 18 

雑費 745 1,051 

販売費及び一般管理費合計 8,772 9,656 

営業利益 7,060 8,528 

― 38 ―

前田道路㈱(1883)平成21年３月期　決算短信



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外収益 

受取利息 12 6 

有価証券利息 141 144 

受取配当金 ※3 156 ※3 146 

投資有価証券売却益 2 － 

その他 165 151 

営業外収益合計 478 449 

営業外費用 

為替差損 233 26 

貸倒引当金繰入額 59 － 

その他 29 46 

営業外費用合計 322 72 

経常利益 7,217 8,904 

特別利益 

固定資産売却益 43 37 

国庫補助金 ※4 1,101 － 

その他 26 2 

特別利益合計 1,171 39 

特別損失 

固定資産除却損 ※5 367 ※5 401 

減損損失 ※6 230 ※6 30 

投資有価証券評価損 29 526 

関係会社株式評価損 21 7 

前期損益修正損 ※7 41 ※7 7 

その他 42 99 

特別損失合計 732 1,072 

税引前当期純利益 7,656 7,871 

法人税、住民税及び事業税 2,874 3,710 

法人税等調整額 518 △366 

法人税等合計 3,392 3,344 

当期純利益 4,264 4,527 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 19,350 19,350 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,350 19,350 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 23,006 23,006 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 23,006 23,006 

その他資本剰余金 

前期末残高 5 76 

当期変動額 

自己株式の処分 2 2 

株式交換による変動 68 － 

当期変動額合計 70 2 

当期末残高 76 79 

資本剰余金合計 

前期末残高 23,011 23,082 

当期変動額 

自己株式の処分 2 2 

株式交換による変動 68 － 

当期変動額合計 70 2 

当期末残高 23,082 23,085 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 3,728 3,728 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,728 3,728 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 190 145 

当期変動額 

特別償却準備金の積立 40 7 

特別償却準備金の取崩 △84 △72 

当期変動額合計 △44 △65 

当期末残高 145 80 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 623 1,217 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 657 3 

固定資産圧縮積立金の取崩 △63 △143 

当期変動額合計 594 △139 

当期末残高 1,217 1,077 

別途積立金 

前期末残高 59,200 59,200 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 59,200 59,200 

繰越利益剰余金 

前期末残高 6,617 9,117 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

特別償却準備金の積立 △40 △7 

特別償却準備金の取崩 84 72 

固定資産圧縮積立金の積立 △657 △3 

固定資産圧縮積立金の取崩 63 143 

当期純利益 4,264 4,527 

当期変動額合計 2,500 3,515 

当期末残高 9,117 12,632 

利益剰余金合計 

前期末残高 70,359 73,408 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,264 4,527 

当期変動額合計 3,049 3,310 

当期末残高 73,408 76,719 

自己株式 

前期末残高 △4,209 △4,125 

当期変動額 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 4 12 

株式交換による変動 119 － 

当期変動額合計 84 △42 

当期末残高 △4,125 △4,167 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 108,512 111,716 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,264 4,527 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 6 15 

株式交換による変動 187 － 

当期変動額合計 3,204 3,270 

当期末残高 111,716 114,987 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,250 △79 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,330 △280 

当期変動額合計 △1,330 △280 

当期末残高 △79 △360 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,250 △79 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,330 △280 

当期変動額合計 △1,330 △280 

当期末残高 △79 △360 

純資産合計 

前期末残高 109,762 111,637 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,214 △1,217 

当期純利益 4,264 4,527 

自己株式の取得 △39 △54 

自己株式の処分 6 15 

株式交換による変動 187 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,330 △280 

当期変動額合計 1,874 2,990 

当期末残高 111,637 114,627 
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該当事項なし。 

  

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

決算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）

 時価のないもの

   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

         同左  

  

  

 

 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

 原価法（個別法）

材料貯蔵品

 原価法（ 終仕入原価法）

未成工事支出金
同左

材料貯蔵品

 原価法（ 終仕入原価法）
（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算
定）

（会計方針の変更）
当事業年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準
第９号 平成18年７月５日公表分）
を適用している。
これによる損益に与える影響はな

い。

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産
定率法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。
ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法によっている。

有形固定資産
定率法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。
ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法によっている。

（会計方針の変更）
法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83号））に伴
い、当事業年度から、平成19年４月
１日以降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づく方法
に変更している。
これにより、前事業年度と同一の

方法によった場合と比べ、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益
が、それぞれ209百万円減少してい
る。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（追加情報）
当事業年度から、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却した翌事業
年度から、残存簿価を５年間で均等
償却する方法によっている。
これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、それぞれ
287百万円減少している。

（追加情報）
当社は、減価償却資産の耐用年数

等に関する平成20年度法人税法の改
正を契機として、機械装置の耐用年
数について見直しを行い、当事業年
度より改正後の法人税法に基づく耐
用年数を適用している。
これによる損益に与える影響は軽

微である。
無形固定資産

定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。

無形固定資産

同左

（少額減価償却資産）
取得価額10万円以上20万円未満の

ものについては、３年間で均等償却
する方法を採用している。

（少額減価償却資産）

同左

長期前払費用
定額法によっている。
なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっている。

長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金
債権の回収危険に対処し、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検討し、回収不
能見込額を計上している。

貸倒引当金

同左

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見積額に基づ
き計上している。

賞与引当金

同左

役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき
計上している。

役員賞与引当金

同左

完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に

備えるため、当事業年度の完成工事
高に対する将来の見積補償額に基づ
き計上している。

完成工事補償引当金

同左

工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち、重

要な損失の発生が見込まれるものに
ついて、その損失見込額を計上して
いる。

工事損失引当金

同左

―――――――――― 損害賠償引当金
将来発生すると見込まれる損害賠

償金の見積額を計上している。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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
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いる。

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
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いる。

ただし、当事業年度末において年
金資産の見込額が退職給付債務の見
込額を超えているため、その超過額
を前払年金費用として、投資その他
の資産「その他」に含めて表示して
いる。

ただし、当事業年度末において年
金資産の見込額が退職給付債務の見
込額を超えているため、その超過額
を前払年金費用として、投資その他
の資産「その他」に含めて表示して
いる。

なお、会計基準変更時差異（674
百万円）については、８年による按
分額を退職給付費用から控除してい
る。
過去勤務債務は、発生した各事業

年度における従業員の平均残存勤務
期間（12～15年）による定額法によ
り費用処理している。
数理計算上の差異は、発生した各

事業年度における従業員の平均残存
勤務期間（12～15年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理することと
している。

過去勤務債務は、発生した各事業
年度における従業員の平均残存勤務
期間（12～15年）による定額法によ
り費用処理している。
数理計算上の差異は、発生した各

事業年度における従業員の平均残存
勤務期間（12～15年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理することと
している。

役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく事業年
度末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金

同左

５ 完成工事高の計上基準  完成工事高の計上は、工事完成基準

によっている。

同左

６ 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

によっている。

――――――――――

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっている。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― (リース取引に関する会計基準)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっていたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっている。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、引き続き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いる。

 これによる損益に与える影響はない。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する資産には区分掲記されたものの

ほか次のものがある。

受取手形 157百万円

完成工事未収入金 445

売掛金 43

その他（投資その他の資産） 947

※１ 関係会社に対する資産には区分掲記されたものの

ほか次のものがある。

受取手形 52百万円

完成工事未収入金 313

売掛金 38

その他（投資その他の資産） 929

 ○ 受取手形裏書譲渡高 14,588百万円 ○ 受取手形裏書譲渡高 14,514百万円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 主として工事用資材として工事原価(材料費)に振

替えたものである。

※１          同左

※２ 調査研究費は研究開発部門の人件費、減価償却費

等を複合経費として表示している。

※２          同左

 ○ 研究開発費

   一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は、484百万円である。

 ○ 研究開発費

   一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は、456百万円である。

※３ 関係会社からの受取配当金97百万円が含まれてい

る。

※３ 関係会社からの受取配当金79百万円が含まれてい

る。

※４ 木質バイオマス コ-ジェネレーション事業の実施

に伴い受領した、新エネルギー事業者支援対策費

補助金を計上した。

※４     ―――――――――――

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

 建物 111百万円

 機械装置 188

 その他 66

 計 367

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

建物 139百万円

機械装置 231

その他 29

計 401
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※６ 減損損失

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上した。

用途 種類 場所 金額

事業用資産
①

土地
釧路営業所・
釧路合材工場
北海道釧路市

57百万円

事業用資産
②

土地
富士宮営業所
静岡県富士宮
市

114

事業用資産
③

建物等
海老名出張所
神奈川県海老
名市

58

計 230

 

※６ 減損損失

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上した。

用途 種類 場所 金額

事業用資産 土地
富士宮営業所
静岡県富士宮
市

17百万円

遊休資産 土地 宮城県名取市 6

共用資産 建物、土地 福岡県福岡市 6

計 30

（経緯）

事業用資産①及び②は、それぞれ当社釧路営業

所、釧路合材工場及び富士宮営業所の資材置き場や

駐車場として使用していたが、稼働率の低下等から

当事業年度において使用を停止することを決定した

ため、回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失として認識した。なお、当資産の回収可能額は、

固定資産税評価額を基礎に算定した正味売却価額で

ある。

事業用資産③は、当社海老名出張所が使用してい

たが、当事業年度末において使用を停止することを

決定したため、使用価値を零として減損損失を認識

した。

事業用資産③の内訳は、建物54百万円、構築物３

百万円、機械装置０百万円及び工具器具・備品０百

万円である。

（経緯）

事業用資産は、当社富士宮営業所の事務所用地と

して使用していたが、当事業年度末において営業所

を移転することを決定したため、回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失として認識した。な

お、当資産の回収可能額は、取引実績に基づいた正

味売却価額である。

遊休資産は、固定資産税評価額を基礎に算定した

正味売却価額が下落したため、減損損失として認識

した。

共用資産は、当社九州支店の社宅として使用して

いたが、当事業年度末において売却することを決定

したため、回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として認識した。なお、当資産の回収可能額

は、契約に基づいた正味売却価額である。

共用資産の内訳は、建物２百万円、土地４百万円

である。

（グルーピングの方法）

工事事業部門については各事業所、製品事業部門

については各工場を独立したキャッシュ・フローを

生み出す 小の単位とし、本店等の全社資産につい

ては共用資産としてグルーピングしている。

遊休資産については、個別の物件毎に評価してい

る。

（グルーピングの方法）

工事事業部門については各事業所、製品事業部門

については各工場を独立したキャッシュ・フローを

生み出す 小の単位とし、本店等の全社資産につい

ては共用資産としてグルーピングしている。

遊休資産については、個別の物件毎に評価してい

る。

※７ 過年度完成工事原価の誤謬等の修正によるもので

ある。

※７ 過年度完成工事高及び完成工事原価の誤謬等の修

正によるものである。
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加           38,831株 

減少数の内訳は、次のとおりである。 

 株式交換による減少                 209,000株 

 単元未満株式の売渡請求による売渡しによる減少     7,069株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加           71,836株 

減少数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の売渡請求による売渡しによる減少    21,087株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,396,096 38,831 216,069 7,218,858

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,218,858 71,836 21,087 7,269,607
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(リース取引関係)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引について、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて会計処理を行って

いる。

 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

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産

(車両運
搬具)

29 11 17

(工具器
具・備
品)

864 607 256

無形固定
資産

(その他) 1,069 696 373

合計 1,963 1,316 647

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定
資産

(車両運
搬具)

4 4 0

(工具器
具・備
品)

135 121 13

無形固定
資産

(その他) 916 745 170

合計 1,056 872 183

 なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。

同左

 ② 未経過リース料期末残

高相当額

 

１年内 357百万円

１年超 289

  計 647

 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が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定

している。

 

１年内 177百万円

１年超 6

 計 183

同左

 ③ 支払リース料及び減価

償却費相当額

    支払リース料

    減価償却費相当額

433百万円

433百万円

498百万円

498百万円

 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いる。

同左
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載していな

い。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項なし。 

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21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

繰延税金資産

 未払事業税 194百万円

 貸倒引当金 245

 賞与引当金 1,126

 貸倒損失 364

 退職給付引当金 2,208

 役員退職慰労引当金 137

 投資不動産評価損 113

 減損損失 146

 その他 327

繰延税金資産小計 4,864

 評価性引当額 △598

繰延税金資産合計 4,266
 

 

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

繰延税金資産

未払事業税 294百万円

貸倒引当金 312

賞与引当金 1,215

貸倒損失 432

退職給付引当金 2,114

役員退職慰労引当金 151

投資不動産評価損 113

減損損失 129

その他有価証券評価差額金 243

その他 288

繰延税金資産小計 5,296

評価性引当額 △612

繰延税金資産合計 4,683

 

繰延税金負債

 特別償却準備金 △98

 固定資産圧縮積立金 △821

繰延税金負債合計 △919

繰延税金資産の純額 3,346

  

繰延税金負債

特別償却準備金 △54

固定資産圧縮積立金 △727

繰延税金負債合計 △781

繰延税金資産の純額 3,902

 

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

2.1

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△0.5

 住民税均等割等 1.6

 評価性引当額の増減 2.0

 その他 △1.2

  税効果会計適用後の法人税等の
  負担率

44.3

 

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

1.4

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.4

住民税均等割等 1.6

評価性引当額の増減 0.2

その他 △0.6

 税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

42.5

(企業結合等関係)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

２ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりである。 

    （1) １株当たり純資産額 

  

 
  

    （2) １株当たり当期純利益 

  

 
  

該当事項なし。 

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,284.06円 1,319.23円

１株当たり当期純利益 49.14円 52.09円

項目
前事業年度末

(平成20年３月31日)
当事業年度末

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 111,637 114,627

普通株式に係る純資産額 (百万円) 111,637 114,627

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数

(千株) 86,940 86,889

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 4,264 4,527

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,264 4,527

普通株式の期中平均株式数 (千株) 86,775 86,916

(重要な後発事象)
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6. 部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

比較増減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

伸び率
（％）

受
注
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 96,162 55.6 83,104 47.8 △13,057 △13.6

コンクリート舗装 1,326 0.8 2,544 1.5 1,218 91.9

土木工事 13,691 7.9 21,085 12.1 7,393 54.0

計 111,180 64.3 106,734 61.4 △4,445 △4.0

製品部門 61,612 35.7 67,021 38.6 5,408 8.8

合計 172,793 100.0 173,756 100.0 963 0.6

売
上
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 100,666 57.1 83,292 47.5 △17,373 △17.3

コンクリート舗装 1,049 0.6 1,721 1.0 671 63.9

土木工事 12,852 7.3 23,121 13.2 10,269 79.9

計 114,568 65.0 108,135 61.7 △6,433 △5.6

製品部門 61,612 35.0 67,021 38.3 5,408 8.8

合計 176,181 100.0 175,157 100.0 △1,024 △0.6

次
期
繰
越
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 17,868 79.0 17,680 83.3 △188 △1.1

コンクリート舗装 667 2.9 1,491 7.0 823 123.3

土木工事 4,090 18.1 2,053 9.7 △2,036 △49.8

計 22,626 100.0 21,225 100.0 △1,400 △6.2

製品部門 ― ― ― ― ― ―

合計 22,626 100.0 21,225 100.0 △1,400 △6.2

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
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① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成21年６月29日付予定） 

１．新任取締役候補 

 
２．退任予定取締役 

 
③ 役員一覧表（平成21年６月29日付予定） 

 
(注) 監査役のうち、橋本基一、北村信彦、牧恒雄は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

④ 執行役員の異動（平成21年６月29日付予定） 

１．新任執行役員候補 

 
２．昇任執行役員候補 

7. その他

(1) 役員の異動

取締役
（執行役員 北関東支店長） 内山 仁 （現 執行役員 北関東支店長）

取締役
（執行役員 西関東支店長） 今枝 良三 （現 西関東支店長）

現 取締役
（常務執行役員 
技術本部 副本部長）

星野 隆 （顧問に就任予定）

氏名
新役職

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

岡部 正嗣
代表取締役社長
（執行役員社長）

代表取締役社長
（執行役員社長）

磯 昭男
代表取締役副社長
（執行役員副社長 営業部門・経営企画部門管
掌、製品事業部門管掌）

代表取締役副社長
（執行役員副社長 営業部門・経営企画部門管
掌、製品事業部門管掌）

香川 光治

代表取締役
（専務執行役員 工事事業本部長、技術本部
長、安全衛生・環境保全・品質保証部門統
括）

代表取締役
（専務執行役員 工事事業本部長、技術本部
長、安全衛生・環境保全・品質保証部門統
括）

小泉 光政
取締役
（専務執行役員 技術部門担当）

取締役
（専務執行役員 技術部門担当）

圓尾 龍太
取締役
（専務執行役員 営業本部長）

取締役
（専務執行役員 営業本部長）

的場 秀正
取締役
（常務執行役員 製品事業本部長）

取締役
（常務執行役員 製品事業本部長）

遊佐 清壽
取締役
（常務執行役員 関西支店長）

取締役
（常務執行役員 関西支店長）

高橋 宏二
取締役
（常務執行役員 管理本部長、関係会社担当）

取締役
（常務執行役員 管理本部長、関係会社担当）

濱野 文彦
取締役
（常務執行役員 東京支店長）

取締役
（常務執行役員 東京支店長）

水野 貴志
取締役
（常務執行役員 中部支店長）

取締役
（常務執行役員 中部支店長）

内山 仁
取締役
（執行役員 北関東支店長） （執行役員 北関東支店長）

今枝 良三
取締役
（執行役員 西関東支店長） （西関東支店長）

鈴木 達夫 常勤監査役 常勤監査役

久光 繁行 常勤監査役 常勤監査役

橋本 基一 監査役 監査役

北村 信彦 監査役 監査役

牧 恒雄 監査役 監査役

執行役員
（九州支店長） 服部 孝敬 （現 九州支店長）

執行役員
（北海道支店長） 尾形 和衛 （現 北海道支店長）

執行役員
（取締役 西関東支店長） 今枝 良三 （現 西関東支店長）

常務執行役員
（東京支店 東京総合合材工場長） 石橋 文夫 （現 東京支店 東京総合合材工場長）
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３．退任予定執行役員 

 
⑤ 執行役員一覧表（平成21年６月29日付予定） 

 
  

該当事項はありません。 

  

現 常務執行役員
（技術本部 副本部長） 星野 隆

現 執行役員
（内部統制室長） 布沢 誠忠

氏名
新役職

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

岡部 正嗣
執行役員社長
（代表取締役社長）

執行役員社長
（代表取締役社長）

磯 昭男
執行役員副社長
（代表取締役副社長 営業部門・経営企画部門
管掌、製品事業部門管掌）

執行役員副社長
（代表取締役副社長 営業部門・経営企画部門
管掌、製品事業部門管掌）

香川 光治
専務執行役員
（代表取締役 工事事業本部長、技術本部長、
安全衛生・環境保全・品質保証部門統括）

専務執行役員
（代表取締役 工事事業本部長、技術本部長、
安全衛生・環境保全・品質保証部門統括）

小泉 光政
専務執行役員
（取締役 技術部門担当）

専務執行役員
（取締役 技術部門担当）

圓尾 龍太
専務執行役員
（取締役 営業本部長）

専務執行役員
（取締役 営業本部長）

的場 秀正
常務執行役員
（取締役 製品事業本部長）

常務執行役員
（取締役 製品事業本部長）

遊佐 清壽
常務執行役員
（取締役 関西支店長）

常務執行役員
（取締役 関西支店長）

高橋 宏二
常務執行役員
（取締役 管理本部長、関係会社担当）

常務執行役員
（取締役 管理本部長、関係会社担当）

濱野 文彦
常務執行役員
（取締役 東京支店長）

常務執行役員
（取締役 東京支店長）

水野 貴志
常務執行役員
（取締役 中部支店長）

常務執行役員
（取締役 中部支店長）

石橋 文夫
常務執行役員
（東京支店 東京総合合材工場長）

執行役員
（東京支店 東京総合合材工場長）

皆川 満比麿
常務執行役員
（営業本部 副本部長）

常務執行役員
（営業本部 副本部長）

山本 喜造
執行役員
（技術部門担当）

執行役員
（技術部門担当）

髙島 一彦
執行役員
（技術指導担当）

執行役員
（技術指導担当）

勝又 和成
執行役員
（営業本部 営業統括部長）

執行役員
（営業本部 営業統括部長）

斎藤 道彦
執行役員
（営業本部 第一営業部長）

執行役員
（営業本部 第一営業部長）

藤原 幸夫
執行役員
（東北支店長）

執行役員
（東北支店長）

内山 仁
執行役員
（取締役 北関東支店長）

執行役員
（北関東支店長）

新田 養一
執行役員
（製品事業本部 製品部長）

執行役員
（製品事業本部 製品部長）

鈴木 完二
執行役員
（管理本部 総務部長）

執行役員
（管理本部 総務部長）

吉田 信男
執行役員
（管理本部 経理部長）

執行役員
（管理本部 経理部長）

服部 孝敬
執行役員
（九州支店長） （九州支店長）

尾形 和衛
執行役員
（北海道支店長） （北海道支店長）

今枝 良三
執行役員
（取締役 西関東支店長） （西関東支店長）

(2) その他
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