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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 32,216 5.9 584 ― 750 ― 295 ―

21年3月期第1四半期 30,411 ― △1,065 ― △747 ― △396 ―

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

22年3月期第1四半期 3.41 ―

21年3月期第1四半期 △4.57 ―

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

22年3月期第1四半期 148,688 115,649 77.7 1,333.72
21年3月期 163,806 115,983 70.7 1,337.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  115,552百万円 21年3月期  115,891百万円

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

21年3月期 ― ― ― 14.00 14.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 14.00 14.00

3.  平成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）

（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

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) 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、４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、４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 

 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） 22年3月期第1四半期 94,159,453株 21年3月期  94,159,453株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,520,116株 21年3月期  7,503,949株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 86,647,889株 21年3月期第1四半期 86,704,251株
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当第１四半期連結累計期間の当グループを取り巻く環境は、公共投資の減少に加え、昨年からの急激な
企業収益の悪化から民間設備投資が減少し、受注量の確保が非常に困難な状況にあります。また、一方で
は、昨年前半における業績の最大の悪化要因となった原材料の値上がりは、原油価格の下落に伴って解消
されたものの、未だ不安定な状態にあります。 
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

よる受注確保に継続的に取り組んでおります。 
当第１四半期連結累計期間の受注高は389億２千３百万円（前年同期比0.8％減）、売上高は322億１千

６百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は５億８千４百万円（前年同期10億６千５百万円の損失）と
なりました。また、受取利息及び受取配当金等の影響により経常利益が７億５千万円（前年同期７億４千
７百万円の損失）、投資有価証券評価損等及び法人税等の影響により四半期純利益は２億９千５百万円
（前年同期３億９千６百万円の損失）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） 

建設事業におきましては、これまで以上に厳しい受注環境にあり、特に民間発注工事の落ち込みは激
しく、先行きは不透明な状況にあります。 
当第１四半期連結累計期間の受注工事高は252億１千８百万円（前年同期比5.2％減）、完成工事高は

一部の工事について工事進行基準を適用した影響もあり183億５千２百万円（前年同期比4.0％増）とな
り、営業費用の増加から２億６千万円の営業損失（前年同期１億５千６百万円の損失）となりました。

（製造・販売事業） 

製造・販売事業におきましては、販売数量は前年同期並みであり、原材料価格は値上げ傾向にありま
すが、現在のところ採算性は維持しております。 
当第１四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137億５百万円（前年同期比

8.6％増）、営業利益は20億９千６百万円（前年同期５千８百万円の利益）となりました。 

（その他の事業） 

当第１四半期連結累計期間のその他売上高は１億５千９百万円（前年同期比5.0％増）となり、１百
万円の営業損失（前年同期７百万円の損失）となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ145億７百万円減少し、712億３千３百万円となりました。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６億１千万円減少し、774億５千５百万円となりました。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。 
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ151億１千７百万円減少し、1,486億８千８百万円とな

りました。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ146億９千５百万円減少し、260億４千４百万円となりました。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８千８百万円減少し、69億９千５百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金の減少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147億８千３百万円減少し、330億３千９百万円となり

ました。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億３千４百万円減少し、1,156億４千９百万円となりまし

た。これは主に、剰余金の配当によるものであります。 
  

平成22年３月期の連結業績予想については、平成21年５月13日発表の業績予想と変更はありません。 

  

・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１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度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、前連結会計年度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「法人税等」と記載して

おります。 
  

会計処理基準に関する事項の変更 
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事
契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間よ
り適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ
いては工事完成基準を適用しております。 
これにより、売上高が947百万円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益がそれぞれ47百万円増加しております。 
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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 16,536 13,410

受取手形・完成工事未収入金等 23,636 43,634

有価証券 16,425 16,421

未成工事支出金等 9,568 6,409

その他 5,617 6,688

貸倒引当金 △551 △823

流動資産合計 71,233 85,740

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 11,927 12,082

機械・運搬具（純額） 12,671 13,201

土地 36,854 36,775

その他（純額） 865 836

有形固定資産合計 62,319 62,896

無形固定資産 1,152 1,209

投資その他の資産   

投資有価証券 9,310 8,794

その他 4,937 5,424

貸倒引当金 △264 △258

投資その他の資産合計 13,984 13,960

固定資産合計 77,455 78,066

資産合計 148,688 163,806

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,633 26,276

未払法人税等 80 3,801

未成工事受入金 4,727 3,244

賞与引当金 1,342 2,733

引当金 395 413

その他 3,864 4,269

流動負債合計 26,044 40,739

固定負債   

退職給付引当金 5,661 5,734

引当金 440 454

その他 893 895

固定負債合計 6,995 7,083

負債合計 33,039 47,823
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 23,089 23,088

利益剰余金 77,280 78,200

自己株式 △4,094 △4,083

株主資本合計 115,625 116,557

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46 △485

為替換算調整勘定 △26 △180

評価・換算差額等合計 △73 △666

少数株主持分 97 92

純資産合計 115,649 115,983

負債純資産合計 148,688 163,806
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 30,411 32,216

売上原価 29,122 28,861

売上総利益 1,289 3,355

販売費及び一般管理費 2,355 2,770

営業利益又は営業損失（△） △1,065 584

営業外収益   

受取利息 41 25

受取配当金 98 94

為替差益 94 －

その他 86 126

営業外収益合計 321 245

営業外費用   

為替差損 － 34

和解金 － 40

その他 3 6

営業外費用合計 3 80

経常利益又は経常損失（△） △747 750

特別利益   

貸倒引当金戻入額 177 195

その他 34 12

特別利益合計 212 208

特別損失   

固定資産除却損 67 73

投資有価証券評価損 34 170

その他 2 46

特別損失合計 105 290

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△640 668

法人税等 △245 368

少数株主利益 1 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △396 295
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△640 668

減価償却費 1,421 1,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） △362 △266

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,298 △1,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 △72

受取利息及び受取配当金 △140 △119

為替差損益（△は益） △59 17

有形固定資産除却損 67 73

投資有価証券評価損益（△は益） 34 170

売上債権の増減額（△は増加） 23,842 20,042

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △5,477 △3,157

仕入債務の増減額（△は減少） △11,319 △10,649

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,304 1,482

その他 23 264

小計 7,381 8,518

利息及び配当金の受取額 137 118

法人税等の支払額 △2,510 △3,684

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,008 4,953

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 △1,497 －

有価証券の売却による収入 3,993 4,996

信託受益権の取得による支出 △2,614 △2,201

信託受益権の償還による収入 2,654 2,369

有形固定資産の取得による支出 △917 △1,128

有形固定資産の売却による収入 53 18

その他 △94 333

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,577 4,387

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,217 △1,216

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,222 △1,222

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,369 8,126

現金及び現金同等物の期首残高 22,259 24,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,629 32,930
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項なし。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 「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」に記載のとおり、当第１四半

期連結累計期間から、「工事契約に関する会計基準」を適用している。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の建設事業の売上高が947百万

円増加し、営業損失が47百万円減少している。 

  

(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

17,643 12,616 151 30,411 ― 30,411

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 4,985 190 5,176 (5,176) ―

計 17,644 17,602 341 35,588 (5,176) 30,411

営業利益又は 
営業損失(△)

△156 58 △7 △106 (959) △1,065

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

18,352 13,705 159 32,216 ― 32,216

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 4,565 154 4,720 (4,720) ―

計 18,352 18,271 313 36,936 (4,720) 32,216

営業利益又は 
営業損失(△)

△260 2,096 △1 1,834 (1,249) 584
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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、記載を省略している。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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、記載を省略している。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項なし。 

  

【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、％） 

 
(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示している。 

  
  
  

  

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

前第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日)

増  減

（参 考）前事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

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 21,279 54.4 17,994 49.7 △3,284 △15.4 83,104 47.8

コンクリート舗装 1,546 4.0 259 0.7 △1,287 △83.2 2,544 1.5

土木工事 4,314 11.0 4,865 13.4 550 12.8 21,085 12.1

計 27,139 69.4 23,118 63.8 △4,021 △14.8 106,734 61.4

製品部門 11,939 30.6 13,131 36.2 1,191 10.0 67,021 38.6

合  計 39,079 100.0 36,250 100.0 △2,829 △7.2 173,756 100.0

売

上

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 14,889 50.7 12,520 42.4 △2,368 △15.9 83,292 47.5

コンクリート舗装 253 0.9 55 0.2 △198 △78.3 1,721 1.0

土木工事 2,257 7.7 3,823 12.9 1,566 69.4 23,121 13.2

計 17,400 59.3 16,399 55.5 △1,000 △5.8 108,135 61.7

製品部門 11,939 40.7 13,131 44.5 1,191 10.0 67,021 38.3

合  計 29,339 100.0 29,530 100.0 190 0.7 175,157 100.0

次

期

繰

越

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 24,258 74.9 23,153 82.8 △1,104 △4.6 17,680 83.3

コンクリート舗装 1,960 6.1 1,695 6.1 △265 △13.5 1,491 7.0

土木工事 6,147 19.0 3,095 11.1 △3,052 △49.6 2,053 9.7

計 32,365 100.0 27,944 100.0 △4,421 △13.7 21,225 100.0

製品部門 ― ― ― ― ― ― ― ―

合  計 32,365 100.0 27,944 100.0 △4,421 △13.7 21,225 100.0
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