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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 73,722 1.5 3,043 ― 3,133 ― 1,475 ―

21年3月期第2四半期 72,600 ― △316 ― 32 ― △134 ―

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2四半期 17.03 ―

21年3月期第2四半期 △1.55 ―

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2四半期 155,076 116,474 75.0 1,343.60
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2四半期  116,371百万円 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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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）

― 20.00 20.00

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 185,000 1.6 8,100 △7.4 8,700 △6.0 4,500 △6.6 51.96
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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2四半期 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2四半期  7,547,951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2四半期 86,636,276株 21年3月期第2四半期 86,694,439株
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当第２四半期連結累計期間の当グループを取り巻く環境は、補正予算の執行により公共投資に小幅な増
加がみられたものの、民間設備投資の抑制等により建設事業における受注環境は悪化しており、製造・販
売事業においては主材料であるアスファルトの価格上昇もあり、厳しい経営環境が続いております。 
このような情勢のもと、当グループは建設事業においては受注量の確保、製造・販売事業においては循

環型事業に重点を置き、採算性の維持に努めてまいりました。 
当第２四半期連結累計期間の受注高は839億９千８百万円（前年同期比3.5％増）、売上高は737億２千

２百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は30億４千３百万円（前年同期３億１千６百万円の損失）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31億３千３百万円（前年同期３千
２百万円の利益）、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14億７千５百万円
（前年同期１億３千４百万円の損失）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） 

建設事業の当第２四半期連結累計期間は、民間発注工事が大幅に落ち込みましたが、一部の大型物件
の受注や前期からの新規連結の効果があり、受注工事高は548億６千２百万円（前年同期比2.3％増）と
なりました。 
当期から工事進行基準を一部の工事に採用しており、完成工事高で約22億円、利益で約１億３千万円

の増額要因があったものの、前半の受注の落ち込みから完成工事高は442億８千万円（前年同期比1.0％
減）となり、営業利益は４億１千５百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

（製造・販売事業） 

製造・販売事業においては、アスファルトの価格は上昇傾向にありますが、前年同期並みの販売数量
を確保できたこと及び販売価格が改善されたことにより、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291億３千５百万円（前年同期比5.8％増）、また、原価率の改善により営業
利益は47億９千９百万円（前年同期比337.0％増）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３億５百万円（前年同期比5.5％減）となり、営業利益
は２千２百万円（前年同期比5.9％減）となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ76億４千万円減少し、780億９千９百万円となりました。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10億８千８百万円減少し、769億７千７百万円となりました。こ

れは主に、減価償却費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87億２千９百万円減少し、1,550億７千６百万円とな

りました。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ91億８千６百万円減少し、315億５千３百万円となりました。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３千４百万円減少し、70億４千８百万円となりました。これは主

に、償却による負ののれん（その他）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92億２千万円減少し、386億２百万円となりました。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億９千１百万円増加し、1,164億７千４百万円となりまし

た。これは主に、利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。 
  

  
当第２四半期連結累計期間の経営成績は、平成21年５月13日に発表いたしました業績予想を売上高は２

億７千７百万円（0.4％）下回りましたが、営業利益は16億８千３百万円（123.8％）、経常利益は15億９
千３百万円（103.5％）、四半期純利益は８億７千５百万円（146.0％）上回っております。 
しかしながら、下半期においては、建設市場の短期的な回復は見込めず、継続して厳しい受注環境下に

あることや、主材料価格の上昇による採算性の悪化が予想されることから、通期の見通しに変更はありま
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２四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２四半期連結累計期間よ
り適用し、当第２四半期連結累計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの
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22億２千万円、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１億３千５百万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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 18,177 13,410

受取手形・完成工事未収入金等 27,971 43,634

有価証券 17,426 16,421

未成工事支出金等 8,914 6,409

その他 6,227 6,688

貸倒引当金 △618 △823

流動資産合計 78,099 85,740

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 11,917 12,082

機械・運搬具（純額） 12,664 13,201

土地 36,854 36,775

その他（純額） 1,034 836

有形固定資産計 62,470 62,896

無形固定資産 1,138 1,209

投資その他の資産   

投資有価証券 8,489 8,794

その他 5,195 5,424

貸倒引当金 △316 △258

投資その他の資産計 13,368 13,960

固定資産合計 76,977 78,066

資産合計 155,076 163,806

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 18,746 26,276

未払法人税等 1,473 3,801

未成工事受入金 4,846 3,244

賞与引当金 2,736 2,733

引当金 448 413

その他 3,301 4,269

流動負債合計 31,553 40,739

固定負債   

退職給付引当金 5,737 5,734

引当金 455 454

その他 855 895

固定負債合計 7,048 7,083

負債合計 38,602 47,823
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 23,085 23,088

利益剰余金 78,460 78,200

自己株式 △4,117 △4,083

株主資本合計 116,779 116,557

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △436 △485

為替換算調整勘定 28 △180

評価・換算差額等合計 △408 △666

少数株主持分 103 92

純資産合計 116,474 115,983

負債純資産合計 155,076 163,806
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 72,600 73,722

売上原価 67,843 65,561

売上総利益 4,757 8,160

販売費及び一般管理費 5,073 5,116

営業利益又は営業損失（△） △316 3,043

営業外収益   

受取利息 85 49

受取配当金 108 108

負ののれん償却額 － 86

その他 176 94

営業外収益合計 370 338

営業外費用   

為替差損 － 123

和解金 － 50

貸倒引当金繰入額 － 59

その他 21 16

営業外費用合計 21 249

経常利益 32 3,133

特別利益   

固定資産売却益 44 19

受取補償金 24 －

その他 1 7

特別利益合計 70 27

特別損失   

固定資産除却損 112 164

投資有価証券評価損 52 170

その他 35 97

特別損失合計 199 432

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（△）

△96 2,728

法人税等 63 1,243

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △134 1,475
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△96 2,728

減価償却費 2,927 3,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 △146

賞与引当金の増減額（△は減少） △299 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 3

受取利息及び受取配当金 △193 △157

為替差損益（△は益） △15 65

有形固定資産除却損 112 164

投資有価証券評価損益（△は益） 52 170

売上債権の増減額（△は増加） 17,984 15,788

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △5,217 △2,462

仕入債務の増減額（△は減少） △8,965 △7,554

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,399 1,576

その他 △916 △381

小計 6,760 12,818

利息及び配当金の受取額 199 169

法人税等の支払額 △2,523 △3,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,436 9,295

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 △4,997

有価証券の売却による収入 8,487 5,495

信託受益権の取得による支出 △4,596 △4,542

信託受益権の償還による収入 4,698 4,430

有形固定資産の取得による支出 △1,976 △2,704

有形固定資産の売却による収入 89 28

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 △904 409

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,155 △1,880

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 △23 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,241 △1,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,965 6,163

現金及び現金同等物の期首残高 22,259 24,803

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 106

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,294 31,073
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項なし。 

  

前第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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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２四半

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、建設事業の売上高が2,220百万円、営業利益が135百万円増

加している。 

  

(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

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

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

44,280 29,135 305 73,722 ― 73,722

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 10,254 303 10,558 (10,558) ―

計 44,280 39,390 609 84,280 (10,558) 73,722

営業利益 415 4,799 22 5,237 (2,193) 3,043
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前第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)及び当第２四半期連結累計
期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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、記載を省略している。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累計
期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 平成21年４月１日

至 平成21年９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 43,946 55.5 41,129 51.5 △2,816 △6.4 83,104 47.8

コンクリート舗装 1,847 2.4 430 0.5 △1,417 △76.7 2,544 1.5

土木工事 7,046 8.9 10,238 12.8 3,191 45.3 21,085 12.1

計 52,840 66.8 51,799 64.8 △1,041 △2.0 106,734 61.4

製品部門 26,310 33.2 28,157 35.2 1,846 7.0 67,021 38.6

合  計 79,151 100.0 79,956 100.0 804 1.0 173,756 100.0

売

上

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 36,040 51.3 31,601 46.1 △4,438 △12.3 83,292 47.5

コンクリート舗装 460 0.7 184 0.3 △275 △59.8 1,721 1.0

土木工事 7,370 10.5 8,539 12.5 1,168 15.9 23,121 13.2

計 43,871 62.5 40,325 58.9 △3,545 △8.1 108,135 61.7

製品部門 26,310 37.5 28,157 41.1 1,846 7.0 67,021 38.3

合  計 70,182 100.0 68,483 100.0 △1,699 △2.4 175,157 100.0

次

期

繰

越

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 25,774 81.6 27,208 83.2 1,434 5.6 17,680 83.3

コンクリート舗装 2,055 6.5 1,736 5.3 △318 △15.5 1,491 7.0

土木工事 3,766 11.9 3,753 11.5 △13 △0.4 2,053 9.7

計 31,595 100.0 32,698 100.0 1,102 3.5 21,225 100.0

製品部門 ― ― ― ― ― ― ― ―

合  計 31,595 100.0 32,698 100.0 1,102 3.5 21,225 100.0
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