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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 12,408 16.2 △506 ― △571 ― △459 ―

21年3月期第1四半期 10,680 ― △1,951 ― △2,065 ― △1,599 ―

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 △9.47 ―

21年3月期第1四半期 △33.11 ―

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 64,559 15,108 23.1 307.42
21年3月期 72,966 15,550 21.1 318.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,927百万円 21年3月期  15,389百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

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

34,000 0.8 △1,500 ― △1,700 ― △1,500 ― △31.00

通期 106,000 0.0 3,000 66.3 2,500 78.0 1,500 259.5 31.00
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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. その他をご覧下さい。] 

(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. その他をご覧下さい。] 

(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 

本資料に記載した業績予想の数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 52,200,239株 21年3月期  52,200,239株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,640,893株 21年3月期  3,807,730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 48,461,082株 21年3月期第1四半期 48,307,359株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前期から続く世界的な景気後退の影響が残り、一部
に回復の兆しは見られるものの、全般的には企業収益の悪化による設備投資の大幅な減少や、雇用環境の
悪化が続いており、大変厳しい状況で推移いたしました。 
また、当社グループの主要事業であります道路建設業界におきましては、公共事業は依然として減少傾

向にあり、民間設備投資等も抑制傾向にある等、受注競争は一段と激化し、経営環境は依然として厳しい
状況のもと推移いたしました。 
このような状況下におきまして、当社グループの当第１四半期連結会計期間における受注高は、16,991

百万円（前年同期23,924百万円）、売上高は12,408百万円（前年同期10,680百万円）となりました。 
損益につきましては、営業損失は506百万円（前年同期営業損失1,951百万円）、経常損失は571百万円

（前年同期経常損失2,065百万円）、第１四半期純損失は459百万円（前年同期四半期純損失1,599百万
円）となりました。 
事業のセグメント別の業績につきましては、次のとおりであります。 
（建設事業） 
公共事業の減少が続くなか、官公庁工事の受注高の減少が主な要因により、工事受注高は10,925百万円

となりました。完成工事高は、前期より繰越した大型工事が完成したことにより6,342百万円、営業損失
は383百万円となりました。 
（建設材料等の製造販売・環境事業等） 
公共事業減少の影響を受け、当第１四半期売上高は6,066百万円、営業利益は248百万円となりました。

  

(1)財政状態の分析 
（資産） 
流動資産は、現金及び預金、未成工事支出金等の増加はあったものの、受取手形・完成工事未収入金等

の減少により、前連結会計年度末に比べて、8,654百万円減少し、42,597百万円となりました。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、247百万円増加し、21,962百万円となりました。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて8,406百万円減少し、64,559百万円となりました。 
（負債） 
流動負債は、未成工事受入金は増加しましたが、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計

年度末に比べて7,776百万円減少し、41,113百万円となりました。 
固定負債は、長期借入金・長期未払金の減少等により、前連結会計年度末に比べて188百万円減少し、

8,337百万円となりました。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7,965百万円減少し、49,451百万円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べて441百万円減少し、15,108百万円

となりました。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、11,528百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売掛債権の減少及び未成工事受入金の増加等により、6,361

百万円の収入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、83百万円の支出と

なりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期・短期借入金の返済を行い、2,295百万円の支出となり

ました。 
  

平成21年5月20日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありませ
ん。今後、何らかの変化がある場合は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。 
  

（簡便な会計処理） 
１．棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  
２．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、かつ、一
時差異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。 

  
３．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して算
定する方法によっております。 

  
４．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わ
ないで債権と債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引の相殺消去 
 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方
法により相殺消去しております。 

  
（特有の会計処理） 
該当事項はありません。 

  
  

（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）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）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。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は317百万円増加し、売上総利益は31百万円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ31百万円減少しております。 
  

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 11,588 7,606

受取手形・完成工事未収入金等 13,713 32,043

未成工事支出金 11,681 6,909

販売用不動産 213 247

商品及び製品 1,287 1,078

仕掛品 305 296

材料貯蔵品 489 449

繰延税金資産 603 426

その他 3,193 2,749

貸倒引当金 △480 △555

流動資産合計 42,597 51,251

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,015 3,072

機械・運搬具（純額） 2,225 2,345

土地 12,944 12,944

リース資産（純額） 42 3

建設仮勘定 18 －

その他（純額） 154 151

有形固定資産合計 18,402 18,517

無形固定資産 163 171

投資その他の資産   

投資有価証券 1,042 873

長期貸付金 1,580 1,619

繰延税金資産 431 472

その他 1,739 1,417

貸倒引当金 △1,397 △1,356

投資その他の資産合計 3,396 3,026

固定資産合計 21,962 21,714

資産合計 64,559 72,966
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 18,668 25,355

短期借入金 14,785 16,858

1年内償還予定の社債 34 34

未払法人税等 67 185

未成工事受入金 5,968 4,463

完成工事補償引当金 92 92

工事損失引当金 241 201

リース資産減損勘定 22 22

その他 1,233 1,677

流動負債合計 41,113 48,890

固定負債   

社債 32 32

長期借入金 5,196 5,310

繰延税金負債 138 112

再評価に係る繰延税金負債 1,495 1,495

退職給付引当金 645 594

債務保証損失引当金 75 75

負ののれん 119 159

長期リース資産減損勘定 173 179

その他 461 567

固定負債合計 8,337 8,525

負債合計 49,451 57,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,584 7,584

資本剰余金 6,907 6,908

利益剰余金 1,054 1,658

自己株式 △874 △915

株主資本合計 14,671 15,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 108 4

土地再評価差額金 148 148

評価・換算差額等合計 256 153

少数株主持分 180 160

純資産合計 15,108 15,550

負債純資産合計 64,559 72,966
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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 10,680 12,408

売上原価 10,818 11,233

売上総利益又は売上総損失（△） △138 1,175

販売費及び一般管理費 1,813 1,681

営業損失（△） △1,951 △506

営業外収益   

受取利息 12 8

受取配当金 7 7

負ののれん償却額 40 40

その他 24 38

営業外収益合計 84 95

営業外費用   

支払利息 138 115

持分法による投資損失 0 0

その他 60 44

営業外費用合計 198 160

経常損失（△） △2,065 △571

特別利益   

固定資産売却益 7 4

債務保証損失引当金戻入額 25 －

貸倒引当金戻入額 － 21

特別利益合計 32 26

特別損失   

固定資産売却損 15 －

固定資産除却損 2 5

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 166 1

貸倒引当金繰入額 386 －

その他 8 4

特別損失合計 580 11

税金等調整前四半期純損失（△） △2,613 △556

法人税、住民税及び事業税 △1,007 △116

法人税等合計 △1,007 △116

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 19

四半期純損失（△） △1,599 △459
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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損失（△） △2,613 △556

減価償却費 348 290

負ののれん償却額 △40 △40

のれん償却額 2 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 723 △33

工事損失引当金の増減額（△は減少） 281 39

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △25 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62 50

有形固定資産除却損 2 5

投資有価証券評価損益（△は益） 166 1

受取利息及び受取配当金 △19 △15

支払利息 138 115

持分法による投資損益（△は益） 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） 8 △4

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 19,415 18,329

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,761 △4,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △336 △224

仕入債務の増減額（△は減少） △7,312 △6,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △645 △559

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,737 1,504

その他 △95 △850

小計 7,038 6,595

利息及び配当金の受取額 19 15

利息の支払額 △135 △90

法人税等の支払額 △173 △160

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,749 6,361

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △149 △150

有形固定資産の売却による収入 31 22

投資有価証券の取得による支出 △21 △0

投資有価証券の売却による収入 10 －

貸付けによる支出 △236 △35

貸付金の回収による収入 280 73

その他 △3 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △88 △83
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,485 △1,985

長期借入金の返済による支出 △330 △201

自己株式の売却による収入 45 40

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △144 △145

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,916 △2,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,744 3,981

現金及び現金同等物の期首残高 7,324 7,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,068 11,528
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該当事項はありません。 

  

 
  

 

  (注) １ 事業の区分の方法 

  日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案しております。 

２ 各事業区分に属する内容 

  建設事業……………………舗装、土木その他建設工事全般に関する事項 

  製造販売・環境事業等……アスファルト合材・アスファルト乳剤・その他建設用材料の販売・ 

              環境事業等の事業 

     ３ (会計処理基準等の変更） 

       当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用しております。 

       この変更に伴い、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317百万円増加し、営業損失が31百万円減少しております。 

  

  

  

(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】

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)

建設事業 
(百万円)

製造販売・環境
事業等(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

4,050 6,629 10,680 ― 10,680

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

12 173 186 (186) ―

計 4,063 6,803 10,866 (186) 10,680

営業損失 1,134 405 1,539 (441) 1,951

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)

建設事業 
(百万円)

製造販売・環境
事業等(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

6,342 6,066 12,408 ― 12,408

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

15 143 159 (159) ―

計 6,357 6,209 12,567 (159) 12,408

営業利益又は 
営業損失(△)

△383 248 △135 (370) △506

【所在地別セグメント情報】

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)

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

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)

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。
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該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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)

 海外売上高がないため、記載を省略しております。

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)

 海外売上高がないため、記載を省略しております。

(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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6. その他の情報
(1) 事業別受注・売上・次期繰越高

区   分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

平成20年４月１日 平成21年４月１日

平成20年６月30日 平成21年６月30日

金額 構成比 金額 構成比

（百万円） （％） （百万円） （％）

前 
期 
繰 
越 
高

建設事業

舗装工事 22,383 79.6 20,093 80.1

土木工事 5,722 20.4 4,994 19.9

計 28,106 100.0 25,088 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ―

合  計 28,106 100.0 25,088 100.0

受 
注 
高

建設事業

舗装工事 14,539 60.8 9,799 57.7

土木工事 2,755 11.5 1,126 6.6

計 17,294 72.3 10,925 64.3

製造販売・環境事業等 6,629 27.7 6,066 35.7

合  計 23,924 100.0 16,991 100.0

売 
上 
高

建設事業

舗装工事 3,168 29.7 5,054 40.7

土木工事 881 8.2 1,287 10.4

計 4,050 37.9 6,342 51.1

製造販売・環境事業等 6,629 62.1 6,066 48.9

合  計 10,680 100.0 12,408 100.0

次 
期 
繰 
越 
高

建設事業

舗装工事 33,754 81.6 24,838 83.7

土木工事 7,595 18.4 4,833 16.3

計 41,349 100.0 29,671 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ―

合  計 41,349 100.0 29,671 100.0
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