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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 28,303 △4.4 969 28.7 987 30.2 556 83.8
21年3月期 29,611 △7.1 753 99.5 758 101.7 302 39.8

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 ％ ％ ％

22年3月期 29.99 ― 14.0 4.9 3.4
21年3月期 16.31 ― 8.5 3.6 2.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 19,944 4,227 21.2 227.87
21年3月期 20,427 3,706 18.1 199.82

（参考） 自己資本   22年3月期  4,227百万円 21年3月期  3,706百万円

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

22年3月期 611 △217 △48 3,947
21年3月期 1,169 △264 △6 3,602

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 12.3 1.0
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 6.7 0.9
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 2.00 2.00 15.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

11,900 23.7 △100 ― △100 ― △50 ― △2.70

通期 33,300 17.7 490 △49.5 500 △49.4 240 △56.9 12.94

－1－



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、14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」をご覧下さい。 

(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年3月期 18,555,000株 21年3月期 18,555,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  4,615株 21年3月期  3,717株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 28,040 △3.8 971 31.2 986 32.5 560 91.1
21年3月期 29,158 △7.3 740 98.4 744 102.1 293 42.0

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

22年3月期 30.22 ―
21年3月期 15.81 ―

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 19,893 4,201 21.1 226.49
21年3月期 20,268 3,676 18.1 198.21

（参考） 自己資本 22年3月期  4,201百万円 21年3月期  3,676百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
業績予想は、本資料の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、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場
合があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の３ページをご参照下さい。 

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 11,800 23.4 △100 ― △100 ― △50 ― △2.70

通期 33,000 17.7 490 △49.5 500 △49.3 240 △57.2 12.94

－2－



当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の緩やかな増加や緊急経済対策の効果などにより、一部

に企業収益の改善が見られるものの、低調な設備投資と厳しい雇用情勢等に変化はなく、景気は停滞局

面の状況で推移しました。 

 道路建設業界におきましては、公共工事が補正予算の減額措置などもあって後半減速し、民間工事に

ついても住宅投資の減少が続く中、受注競争の更なる激化も相まって、経営環境は一層厳しい状況とな

りました。 

 このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社をいう。以下同じ。）は、積極的な営業

展開と工事管理の強化、製造・販売事業の拡大を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりまし

た。 

 その結果、受注高は321億34百万円（前連結会計年度比12.0％増加）となりました。売上高は283億３

百万円（前連結会計年度比4.4％減少）となりましたが、経常利益は、９億87百万円（前連結会計年度

比30.2％増加）、当期純利益は５億56百万円（前連結会計年度比83.8％増加）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、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、受注高は262億53百万円（前連結会計年度比14.4％増加）、完成工事高は

224億22百万円（前連結会計年度比6.0％減少）、営業利益は３億82百万円（前連結会計年度比16.3％減

少）となりました。 

当期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 

 
  

  主要完成工事 

 
  
 【製造・販売事業】 

建設用資材の製造・販売事業におきましては、売上高は58億81百万円（前連結会計年度比2.4％増

加）、営業利益は10億６百万円（前連結会計年度比43.7％増加）となりました。 

  

 【その他の事業】 

その他の事業におきましては、売上高はありませんでした。 

  

次期の見通しといたしましては、公共工事の削減や原材料価格の上昇等、経営環境はますます厳しく

なるものと想定されますが、技術力やコスト競争力の向上を図るとともに、民間分野の拡大と製造・販

売事業の強化により収益力の向上に努めてまいる所存であります。 

 なお、平成23年３月期の通期見通しとしては、売上高333億円、営業利益４億90百万円、経常利益５

億円、当期純利益２億40百万円を見込んでおります。 

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

国土交通省北海道開発局 一般国道40号稚内市新光舗装工事 北海道

東京都 路面補修工事(３の25・遮熱性舗装及び歩道改善) 東京都

中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路富士東舗装工事 静岡県

中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路掛川舗装工事 静岡県

国土交通省九州地方整備局 福岡外環状道路野芥地区改築工事 福岡県

発注者 工事名 工事場所

国土交通省北海道開発局 一般国道12号旭川市神居古潭舗装工事 北海道

東日本高速道路株式会社 八戸自動車道八戸管内舗装補修工事 岩手県～青森県

国土交通省関東地方整備局 呼塚電線共同溝工事 千葉県

東京都港区 六本木六丁目道路整備工事 東京都

財団法人神戸港埠頭公社 ＰＩ２期貨物積替デポヤード舗装その他工事 兵庫県
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ４億82百万円減少して、199億44百万円と

なりました。 

流動資産は同４億62百万円減少の155億７百万円、固定資産は19百万円減少の44億37百万円となり

ました。 

資産の減少の主な要因は、「工事契約に関する会計基準」の適用に伴う次期繰越施工高の減少によ

る未成工事支出金の減少によるものであります。 

流動負債は同10億70百万円減少の139億17百万円、固定負債は同67百万円増加の17億99百万円とな

りました。 

負債の減少の主な要因は、「工事契約に関する会計基準」の適用に伴う未成工事受入金の減少によ

るものであります。 

当連結会計年度末の純資産は、当期純利益を５億56百万円計上したこと等により、42億27百万円と

なりました。 

この結果、自己資本比率は21.2％となり、１株当たり純資産は227円87銭となっております。 

  

営業活動では、未成工事受入金の減少、法人税等の支払による資金の減少がありましたが、税金等

調整前当期純利益の計上、たな卸資産の減少等により６億11百万円の資金の増加（前連結会計年度11

億69百万円の資金の増加）となりました。 

投資活動では、固定資産の取得による支出等により２億17百万円の資金の減少（前連結会計年度２

億64百万円の資金の減少）となりました。 

また、財務活動では、配当金の支払等により48百万円の資金の減少（前連結会計年度６百万円の資

金の減少）となりました。 

これにより「現金及び現金同等物の期末残高」は、３億44百万円増加し、39億47百万円（前連結会

計年度比9.6％増加）となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

   

 
１．各指標は、連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

第60期
平成19年3月

第61期
平成20年3月

第62期 
平成21年3月

第63期
平成22年3月

自己資本比率 (％) 13.6 15.4 18.1 21.2

時価ベースの自己資本比率 (％) 9.1 6.0 5.8 8.7

債務償還年数 (年) 1.8 0.0 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 15.2 46.1 53.1 24.8

※ 自己資本比率 ： 自己資本／総資産×100

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産×100

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い
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当社の利益配分につきましては、業績の状況や長期的な事業発展のための内部留保の充実等を勘案し

つつ、株主の皆様へは、安定的な配当の継続とともに利益還元を積極的に行うことを基本方針としてお

ります。 

 当期の期末配当につきましては、１株当たり２円を予定しております。 

 なお、次期の期末配当につきましても、１株当たり２円を予定しております。 

  

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。なお、判断時点は当連結会計年度末におけるものです。 

① 公共投資の動向 

当社グループの主要事業である道路舗装事業は、公共投資への市場依存度が高く、その投資動向

に売上高が大きな影響を受けます。 

② アスファルト価格の変動 

調達資材のうち、輸入原油から製造され舗装原材料となるアスファルトは、原油と為替の市況に

より価格が変動しますが、製品販売価格や請負代金に転嫁させることができない場合には、業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

③ 建設現場の事故 

建設事業は、その作業環境や作業方法の特性から他の産業に比べ事故発生率が高く、建設現場で

労働災害や公衆災害が発生した場合、その程度により建設業法上の監督処分（営業停止等）や公的

発注機関の指名停止処分の対象となったり、あるいは損害賠償を受ける等によって、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

④ 取引先の信用リスク 

取引先につきましては、取引金額、会社規模及び経営状況等が多種多様なため、取引に際しては

事前に信用調査等を入念に検討しておりますが、急激な事業環境の変化等により、取引先が信用不

安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

(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

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の企業集団は、三井住建道路株式会社（当社）、親会社、子会社２社により構成されており、建設

事業を主な内容とし、これに付帯する諸材料の製造・販売事業及びその他の事業を営んでおります。 

 当社の企業集団の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。 

 なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

 
  

以上の事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況

区分 内容 主要な会社

建設事業
舗装工事、土木工事及び建築工事等に
関する事業

当社、三井住友建設㈱、エムアール工

業㈱、三道工業㈱

         （会社数 計４社）

製造・販売事業 建設用資材の製造・販売に関する事業 当社      （会社数 計１社）

その他の事業 不動産取引に関する事業他 当社      （会社数 計１社）
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当社は、経営理念として以下を掲げ、社会生活の基盤である道づくりをとおして環境との共生をはか

りつつ快適さを追及し、次代への発展を目指してまいります。 

〔経営理念〕 

１．高い技術力により、生活・産業基盤の整備事業を通じ、顧客満足度を高め、社会に貢献します。

１．効率経営に徹し、安定的収益の確保をはかり、株主価値の増大に努めます。 

１．環境への負荷低減に努め、生活環境と自然の調和を大切にした事業活動を行います。 

１．社員の能力が 大限発揮でき、働き甲斐のある会社を目指します。 

１．企業市民として、公正かつ妥当な事業活動を行います。 

  

当社グループは、今後とも企業価値を高めるべく効率経営に努め、売上高経常利益率1.5％以上を安

定的に達成することを目指します。 

  

経営環境の厳しさは今後も増してゆくと想定されますが、当社グループは、組織力を結集して発注者

ニーズにかなう技術や製品を提供し、企業評価の向上を目指すとともに、たゆまぬ経営合理化ならびに

コスト削減の徹底により価格競争力の向上を図って、健全な財務体質を備えた「安定した経営基盤の確

立」に努めてまいる所存であります。 

  

公共投資の削減等厳しい状況が予想される中、いかなる環境変化にも対応できる安定した経営基盤を

確立し、「強い企業」への変革を図ることが重要であると認識しております。そのために、技術力やコ

スト競争力の向上を図るとともに、舗装周辺分野、環境関連分野の取組み強化と製造・販売事業の強化

により、収益力の向上に努めてまいる所存であります。 

 また、企業市民として、企業の社会的責任を果たすべく、コンプライアンスの徹底を実践し公正妥当

な事業活動を行うとともに、内部統制システムの運営強化に努めてまいります。 

3. 経営方針

(1) 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) 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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※1 3,602 ※1 3,947

受取手形・完成工事未収入金等 ※1 10,134 ※1 10,266

未成工事支出金 1,843 ※4 856

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 88 116

繰延税金資産 263 245

その他 90 121

貸倒引当金 △55 △49

流動資産合計 15,970 15,507

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 2,699 ※1 2,726

機械及び装置 5,062 5,007

土地 ※1, ※3 2,683 ※1, ※3 2,680

その他 296 319

減価償却累計額 △6,610 △6,654

有形固定資産合計 4,130 4,080

無形固定資産 71 66

投資その他の資産

破産更生債権等 96 89

繰延税金資産 46 90

長期営業外未収入金 0 －

その他 ※1 227 ※1 214

貸倒引当金 △117 △105

投資その他の資産合計 254 289

固定資産合計 4,456 4,437

資産合計 20,427 19,944
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 11,849 11,608

未払法人税等 379 448

未成工事受入金 1,769 912

完成工事補償引当金 18 8

賞与引当金 10 7

工事損失引当金 123 ※4 104

その他 835 826

流動負債合計 14,987 13,917

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※3 447 ※3 446

退職給付引当金 1,275 1,344

その他 9 8

固定負債合計 1,732 1,799

負債合計 16,720 15,717

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 691 1,211

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,562 4,082

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 ※3 143 ※3 141

評価・換算差額等合計 144 144

純資産合計 3,706 4,227

負債純資産合計 20,427 19,944
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 29,611 28,303

売上原価 27,223 ※1 25,667

売上総利益 2,387 2,636

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,633 ※2, ※3 1,666

営業利益 753 969

営業外収益

受取利息 24 41

受取地代家賃 7 －

雑収入 12 12

営業外収益合計 44 54

営業外費用

支払利息 22 24

支払保証料 10 8

賃貸収入原価 4 －

雑支出 2 3

営業外費用合計 39 36

経常利益 758 987

特別利益

前期損益修正益 ※4 5 ※4 8

固定資産売却益 ※5 4 ※5 1

貸倒引当金戻入額 1 6

国庫補助金 1 －

特別利益合計 13 16

特別損失

固定資産売却損 ※6 0 ※6 2

固定資産除却損 ※7 88 ※7 17

固定資産圧縮損 ※8 1 －

減損損失 ※9 94 －

投資有価証券評価損 13 －

保険解約損 － 5

特別損失合計 199 26

税金等調整前当期純利益 573 977

法人税、住民税及び事業税 387 449

法人税等調整額 △117 △28

法人税等合計 270 421

当期純利益 302 556
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,329 1,329

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,329 1,329

資本剰余金

前期末残高 1,541 1,541

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,541 1,541

利益剰余金

前期末残高 332 691

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 302 556

土地再評価差額金の取崩 56 1

当期変動額合計 358 520

当期末残高 691 1,211

自己株式

前期末残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

前期末残高 3,203 3,562

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 302 556

土地再評価差額金の取崩 56 1

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 358 520

当期末残高 3,562 4,082
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 4 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2 1

当期変動額合計 △2 1

当期末残高 1 2

土地再評価差額金

前期末残高 199 143

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△56 △1

当期変動額合計 △56 △1

当期末残高 143 141

評価・換算差額等合計

前期末残高 203 144

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△59 △0

当期変動額合計 △59 △0

当期末残高 144 144

純資産合計

前期末残高 3,407 3,706

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 302 556

土地再評価差額金の取崩 56 1

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 △0

当期変動額合計 299 520

当期末残高 3,706 4,227
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 573 977

減価償却費 273 293

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 161 69

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7 △10

工事損失引当金の増減額（△は減少） △53 △19

受取利息及び受取配当金 △25 △41

支払利息 22 24

前期損益修正損益（△は益） △5 △8

有形固定資産売却損益（△は益） △4 1

固定資産除却損 88 17

減損損失 94 －

投資有価証券評価損益（△は益） 13 －

保険解約損益（△は益） － 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,666 △132

たな卸資産の増減額（△は増加） 746 959

その他の流動資産の増減額（△は増加） 35 △28

その他の固定資産の増減額（△は増加） 49 6

仕入債務の増減額（△は減少） △2,495 △241

未成工事受入金の増減額（△は減少） △13 △857

その他の流動負債の増減額（△は減少） 257 △17

その他 1 0

小計 1,338 978

利息及び配当金の受取額 25 41

利息の支払額 △22 △24

補助金の受取額 1 －

法人税等の支払額 △174 △383

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,169 611

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 △257 △192

有形固定資産の売却による収入 13 5

有形固定資産の除却による支出 △14 △37

その他 △5 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △264 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6 △12

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 － △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △6 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 897 344

現金及び現金同等物の期首残高 2,704 3,602

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,602 ※1 3,947
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しておりま
す。子会社は、エムアール工業㈱、三
道工業㈱の２社であります。

同左

２ 持分法の適用に関する事
項

 該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

 連結子会社の事業年度末日と連結決
算日は一致しております。

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

① 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
     決算期末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)

① 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
     移動平均法による原価法

  時価のないもの
同左

② たな卸資産
   販売用不動産
    個別法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法)

   未成工事支出金
    個別法による原価法
   材料貯蔵品
   総平均法による原価法(貸借対

照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法)

② たな卸資産
 販売用不動産
 個別法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法)

 未成工事支出金
   個別法による原価法
 材料貯蔵品
  総平均法による原価法(貸借対

照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法)

 (会計方針の変更)
  従来、原価法によっておりました

が、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)が適用されたことに伴い、原
価法(貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方
法)により算定しております。 
 なお、この適用による当連結会計
年度に係る影響は軽微であります。

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)
   建物
    定額法
   建物以外
    定率法

① 有形固定資産(リース資産を除く)
 建物

同左
 建物以外

同左

② 無形固定資産(リース資産を除く)
   ソフトウェア(自社利用)について

は、社内における利用可能期間(５
年)に基づく定額法によっておりま
す。

② 無形固定資産(リース資産を除く)
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

③ 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
おります。 
 なお、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おりま
す。

③ 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
同左

 (3) 重要な引当金の計上基
準

① 貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、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
を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

① 貸倒引当金
同左

② 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、完成工事高に対する将
来の見積補償額に基づいて計上して
おります。

② 完成工事補償引当金
同左

③ 賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。

③ 賞与引当金
同左

④ 工事損失引当金
   当連結会計年度末手持工事のうち

損失の発生が見込まれるものについ
て、将来の損失に備えるため、その
損失見込額を計上しております。

④ 工事損失引当金
同左

⑤ 退職給付引当金
   提出会社については、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
上しております。

   なお、連結子会社については、従
業員の自己都合による退職金期末要
支給額を計上しております。

   提出会社の会計基準変更時差異に
ついては、15年による按分額を費用
処理しております。

   数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10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
年度より費用処理することとしてお
ります。

⑤ 退職給付引当金
 提出会社については、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
上しております。
 なお、連結子会社については、従
業員の自己都合による退職金期末要
支給額を計上しております。
 提出会社の会計基準変更時差異に
ついては、15年による按分額を費用
処理しております。
 数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10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
年度より費用処理することとしてお
ります。

（会計方針の変更）
 当連結会計年度より「「退職給付
に係る会計基準」の一部改正(その
３)」(企業会計基準第19号 平成20
年７月31日)を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。

 (4) 重要な収益及び費用の
計上基準

―――――― 完成工事高及び完成工事原価の計上
基準
 当連結会計年度に着手した工事契
約から当連結会計年度末までの進捗
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
(工事の進捗度の見積もりは原価比
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。 
 なお、工事進行基準による完成工
事高は、1,807百万円であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（会計方針の変更）
   請負工事に係る収益の計上基準に

ついては、従来、長期大型工事(工
期１年以上、かつ、工事価格５億円
以上)については、工事進行基準
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したが、当
連結会計年度から「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)が適用されたことに伴
い、当連結会計年度に着手した工事
契約から当連結会計年度末までの進
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
(工事の進捗度の見積もりは原価比
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。 
 なお、平成21年３月31日以前に着
手した工事契約のうち、長期大型工
事(工期１年以上、かつ、工事価格
５億円以上)については工事進行基
準を、その他の工事については工事
完成基準を引き続き適用しておりま
す。 
 これにより、従来の方法によった
場合と比べ、当連結会計年度に係る
完成工事高は1,109百万円増加し、
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17百万円
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。

 (5) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

① 完成工事高の計上基準
   完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、提出会社に
ついては、長期大型工事(工期１年
以上、かつ、工事価格５億円以上)
について工事進行基準を適用してお
ります。

   なお、工事進行基準による完成工
事高は、2,050百万円であります。

――――――

   

② 消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税に相当する

額の会計処理は、税抜方式によって
おります。

 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

 全面時価評価法によっております。 同左

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

 該当事項はありません。 同左

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か
ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動
性の高い、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
しか負わない短期投資からなっており
ます。

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

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

よっておりましたが、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

計処理によっております。 

 この適用による当連結会計年度に係る影響は軽微であ

ります。

        ――――――――

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

１ 前連結会計年度において「受取手形」(当連結会計

年度2,520百万円)として表示しておりましたが、ＸＢ

ＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた

め、「受取手形・完成工事未収入金等」に含めて表示

しております。

        ――――――――

２ 前連結会計年度において「完成工事未収入金・売掛

金」(当連結会計年度7,613百万円)として表示してお

りましたが、ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上するため、「受取手形・完成工事未収入金

等」に含めて表示しております。

３ 前連結会計年度において「未成工事支出金等」とし

て表示しておりましたが、ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸

表の比較可能性を向上するため、「未成工事支出金」

(前連結会計年度2,547百万円)、「販売用不動産」(前

連結会計年度２百万円)、「材料貯蔵品」(前連結会計

年度131百万円)として表示しております。

４ 前連結会計年度において「支払手形」(当連結会計

年度6,235百万円)として表示しておりましたが、ＸＢ

ＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた

め、「支払手形・工事未払金等」に含めて表示してお

ります。

５ 前連結会計年度において「工事未払金・買掛金」

(当連結会計年度5,614百万円)として表示しておりま

したが、ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を

向上するため、「支払手形・工事未払金等」に含めて

表示しております。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において「賃貸収入原価」(前連結会

計年度１百万円)は「雑支出」に含めて表示しておりま

したが、当連結会計年度はその金額が営業外費用の総額

の100分の10を超えましたので区分掲記いたしました。

        ――――――――

         ―――――――― （連結損益計算書）

１ 「受取地代家賃」は前連結会計年度において区分掲

記しておりましたが、当連結会計年度はその金額が営

業外収益の総額の100分の10以下となったため「雑収

入」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度「雑収入」に含まれる「受取

地代家賃」の金額は３百万円であります。

２ 「賃貸収入原価」は前連結会計年度において区分掲

記しておりましたが、当連結会計年度はその金額が営

業外費用の総額の100分の10以下となったため「雑支

出」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度「雑支出」に含まれる「賃貸

収入原価」の金額は２百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 前連結会計年度において、区分掲記していた「投資

有価証券の取得による支出」(当連結会計年度０百万

円)は、重要性が乏しくなったため、投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

ります。

        ――――――――

２ 前連結会計年度において、区分掲記していた「長期

貸付金の回収による収入」(当連結会計年度１百万円)

は、重要性が乏しくなったため、投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。
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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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

 (1) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保

証金として担保に供しております。

 その他(投資有価証券) 9百万円

 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。

百万円

 現金預金 62

 受取手形・完成工事未収入

金等(受取手形)
765

 建物及び構築物 457

 土地 2,103

 その他(投資有価証券) 12

 計 3,401

  （上記資産に対応する債務）

 短期借入金 ―百万円

   なお、上記資産のうち建物及び構築物及び土地に

対しては、1,010百万円を極度額とした根抵当権を

設定しております。

 

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

 (1) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保

証金として担保に供しております。

 その他(投資有価証券) 9百万円

 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。

百万円

 現金預金 66

 受取手形・完成工事未収入

金等(受取手形)
787

 建物及び構築物 450

 土地 2,257

 その他(投資有価証券) 13

 計 3,575

  （上記資産に対応する債務）

 短期借入金 ―百万円

   なお、上記資産のうち建物及び構築物及び土地に

対しては、1,010百万円を極度額とした根抵当権を

設定しております。

 ２ 受取手形裏書譲渡高          15百万円  ２ 受取手形裏書譲渡高             1百万円

 

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日改正)

に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日    平成13年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

      「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号

に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額

に合理的な調整を行って算定する方法

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

との差額                       △603百万円
 

 

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日改正)

に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日    平成13年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

      「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号

に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額

に合理的な調整を行って算定する方法

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

との差額                        △662百万円

         ―――――――― ※４ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契約

に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対

応する額は76百万円であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

         ―――――――― ※１ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額
は、104百万円であります。

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、
次のとおりであります。

百万円

 従業員給料手当 830

 退職給付費用 73

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、
次のとおりであります。

百万円

 従業員給料手当 863

 退職給付費用 71

※３ 研究開発費
   一般管理費に含まれる研究開発費は、74百万円で

あります。
   なお、当連結会計年度の製造費用に含まれている

研究開発費はありません。

※３ 研究開発費
   一般管理費に含まれる研究開発費は、73百万円で

あります。
   なお、当連結会計年度の製造費用に含まれている

研究開発費はありません。
※４ 前期計上未払金支払不要額等であります。 ※４ 前期計上未払金支払不要額等であります。

※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま
す。

百万円

 機械及び装置 2

 その他 2

 計 4

 

※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま
す。

 機械及び装置 1百万円

 

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま
す。

 機械及び装置 0百万円

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま
す。

百万円

 機械及び装置 1

 土地 1

 計 2

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。

百万円

 建物及び構築物 29

 機械及び装置 4

 その他 0

 解体費用他 54

 計 88
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。

百万円

 建物及び構築物 8

 機械及び装置 8

 その他 0

 計 17

※８ 固定資産圧縮損は、国庫補助金の受入により取得
価額から直接控除した額であります。

 建物及び構築物 1百万円

         ――――――――

 

※９ 当連結会計年度において、当社グループは、以下
の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失(94百万円)として特別損失に計上しま
した。

                  （単位：百万円）

用途 支店等 種類 減損損失額

遊休資産 九州支店 土地 94

   グルーピングの単位については、建設事業は建設
事業全体で１つの資産グループとしており、製造・
販売事業については事業所単位でグルーピングを行
い、また、遊休資産については個別物件毎にグルー
ピングをしております。

   上記の資産は、製造・販売事業におけるアスファ
ルト合材工場の土地でありましたが、工場の閉鎖等
により、今後の使用が見込まれないことから、土地
の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として、特別損失に計上しております。

   なお、当資産の回収可能価額については、不動産
鑑定評価額に基づく正味売却価額により測定してお
ります。

         ――――――――
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   （変更事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取   1,467株 

  

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

     

    次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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) 18,555,000 ― ― 18,555,000

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) 2,250 1,467 ― 3,717

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

   (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
配当金の 
総額 

(百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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   （変更事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取     898株 

  

    該当事項はありません。 

  

 
     

    次のとおり、決議を予定しております。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 18,555,000 ― ― 18,555,000

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) 3,717 898 ― 4,615

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）
配当の原資

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成21年３月31日 平成21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
配当金の 
総額 

(百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月28日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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要な事業の内容 

建設事業   ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業 

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業 

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他 

２ 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、407百万円であります。その主

なものは、提出会社本店の管理部門に係る費用であります。 

３ 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、5,102百万円であります。その主なものは、

提出会社での余資運用資金(現金預金)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表の現金預金残高は一致しております。

※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

 同左

(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

23,862 5,743 4 29,611 ― 29,611

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,678 ― 1,678 (1,678) ―

計 23,862 7,422 4 31,289 (1,678) 29,611

  営業費用 23,406 6,721 0 30,128 (1,271) 28,857

  営業利益 456 700 4 1,161 (407) 753

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 10,126 5,222 2 15,350 5,076 20,427

  減価償却費 72 179 ― 251 22 273

  減損損失 ― ― ― ― 94 94

  資本的支出 18 156 ― 174 47 222
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(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要な事業の内容 

建設事業   ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業 

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業 

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他 

２ 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、418百万円であります。その主

なものは、提出会社本店の管理部門に係る費用であります。 

３ 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、5,540百万円であります。その主なものは、

提出会社での余資運用資金(現金預金)及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 会計方針の変更 

 （工事契約に関する会計基準等の適用） 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、

当連結会計年度から「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)を適用しております。

 この結果、当連結会計年度の建設事業の売上高が1,109百万円、営業利益が17百万円増加しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び

在外支店がありませんので該当事項はありません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がありませんので該当事項はありませ

ん。 

  

         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ております。 

  

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

22,422 5,881 ― 28,303 ― 28,303

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,716 ― 1,716 (1,716) ―

計 22,422 7,598 ― 30,020 (1,716) 28,303

  営業費用 22,040 6,591 0 28,632 (1,298) 27,334

  営業利益又は 
  営業損失(△)

382 1,006 △0 1,388 (418) 969

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 9,237 5,186 2 14,426 5,518 19,944

  減価償却費 74 183 ― 258 34 293

  資本的支出 21 191 ― 212 44 256

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(リース取引関係)

    前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び 
    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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 前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  （追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月

17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日)を適用しております。 

  

  １ 関連当事者との取引 

     連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

     連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

   
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 舗装工事等の請負については、工事ごとに当社見積価格を提出し交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定し

ております。 
(2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れており

ません。 
  

(注) １ 取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で表示しております。 

２ 資金の貸付の取引金額は、取引総額であり、資金の貸付(短期貸付金)の残高はありません。 

３ 「議決権等の被所有割合」の欄に緊密な者又は同意している者の所有割合を〔 〕内で外数で表示しており

ます。 

  

  ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     親会社情報 

      三井住友建設株式会社（東京証券取引所に上場） 

 (関連当事者情報)

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
三井住友建設
株式会社

東京都 
新宿区

16,859 建設業
53.7

〔0.6〕

工事の請負
舗装工事等
の請負

3,414

受取手形・
完成工事未
収入金等

939

未成工事 
受入金

30

資金の貸付

資金の貸付
(注２)

13,000 ― ―

受取利息
(注２)

20 ― ―
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 当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  １ 関連当事者との取引 

     連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

     連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

   
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 舗装工事等の請負については、工事ごとに当社見積価格を提出し交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定し

ております。 
(2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れており

ません。 
  

(注) １ 取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で表示しております。 

２ 資金の貸付の取引金額は、取引総額であり、資金の貸付(短期貸付金)の残高はありません。 

  

  ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

     親会社情報 

      三井住友建設株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
三井住友建設
株式会社

東京都 
中央区

12,003 建設業 53.7

工事の請負
舗装工事等
の請負

1,330

受取手形・
完成工事未
収入金等

494

未成工事 
受入金

6

資金の貸付

資金の貸付
(注２)

23,600 ― ―

受取利息
(注２)

39 ― ―
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22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 百万円

 貸倒引当金 17

 退職給付引当金 517

 販売用不動産評価減 16

 その他 435

繰延税金資産小計 987

評価性引当額 △676

繰延税金資産合計 310

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 1

繰延税金負債合計 1

繰延税金資産の純額 309

  

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 百万円

貸倒引当金 16

退職給付引当金 547

販売用不動産評価減 16

その他 421

繰延税金資産小計 1,001

評価性引当額 △662

繰延税金資産合計 338

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 1

繰延税金負債合計 1

繰延税金資産の純額 336

 

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 40.7 ％

（調整）

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目

2.1

 住民税均等割 6.3

 税額控除 △1.3

 評価性引当額 1.1

 その他 △1.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1 ％
 

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 40.7 ％

（調整）

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.1

住民税均等割 3.7

税額控除 △0.6

評価性引当額 △1.5

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0 ％
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  当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

   (追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)

を適用しております。 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び親会社三井住友建設株式会社に対する

短期の貸付に限定し、資金調達は短期の銀行借入によっております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当

該リスクに関しては、受注審査規則による与信審査及び与信残高の管理等によってリスクの低減

を図っております。また、投資有価証券である株式は、主に営業上関係を有する企業の株式であ

り、市場価格変動リスクに晒されておりますが、四半期毎に時価の把握を行っております。 

 営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。 

 法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額である未払法人税

等は、そのほぼ全てが２ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。 

 また、これら営業債務及び未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、

当社グループでは各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理しております。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

連結決算日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

                                  (単位：百万円) 

 
  
   (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

    資  産 

 (1)現金預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 (2)受取手形・完成工事未収入金等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。 

 (3)投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格に

よっております。また、有価証券について定められた注記事項は、「有価証券関係」に記載しておりま

す。 

 (金融商品関係)

連結貸借対照表
計上額 

時 価 差  額

(1) 現金預金 3,947 3,947 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 10,266 10,266 ―

(3) 投資有価証券

 ① 満期保有目的の債券 9 9 0

  ② その他有価証券 16 16 ―

資  産  計 14,239 14,239 0

(1) 支払手形・工事未払金等 11,608 11,608 ―

(2) 未払法人税等 448 448 ―

負  債  計 12,057 12,057 ―
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    負  債 

 (1)支払手形・工事未払金等及び(2)未払法人税等 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

     

    (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、

「資産(3)②その他有価証券」には含めておりません。 

  

    (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日の償還予定額 

      (単位：百万円) 

 
  

連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場有価証券 9

１年以内
１年超

 ５年以内
５年超 

 10年以内
10年超

現金預金 3,947 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 10,266 ― ― ―

投資有価証券

 満期保有目的の債券 ― 9 ― ―

合計 14,213 9 ― ―
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前連結会計年度 

 
  

当連結会計年度 

 

(有価証券関係)

 

 

 

 

  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
 国債 9 9 0

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの

 国債 ― ― ―

 合計 9 9 0

  ２ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

種類 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 5 7 2

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
 株式 6 6 ―

 合計 11 13 2

 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行
い、投資有価証券評価損13百万円を計上しております。有価証券の減損処理に当たっては、期末における 
時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、 
回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

  ３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日)
   その他有価証券

    非上場株式 9百万円

  ４ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成21年３月31日)

種類 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)

国債 ― 9 ― ―

 

 

  １ 満期保有目的の債券(平成22年３月31日)

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
 国債 9 9 0

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの

 国債 ― ― ―

 合計 9 9 0

  ２ その他有価証券(平成22年３月31日)

種類 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 11 16 4

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
 株式 ― ― ―

 合計 11 16 4

 (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる株式は含めておりません。

三井住建道路㈱(1776)平成22年３月期決算短信

－30－



     当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

 

(デリバティブ取引関係)

    前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び 
    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

   提出会社は、確定給付型の制度として、退職一時

金制度を設けており、連結子会社については、退職

一時金制度を設けております。また、従業員の退職

等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。

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21年３月31日)

(単位：百万円)

(1) 退職給付債務 △1,928

(2) 未積立退職給付債務 △1,928

(3) 会計基準変更時差異の未処理額 473

(4) 未認識数理計算上の差異 179

(5) 連結貸借対照表計上額純額 

  ((2)＋(3)＋(4))
△1,275

(6) 退職給付引当金 △1,275

(注）

   

連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日)

(単位：百万円)

(1) 退職給付債務 △1,975

(2) 未積立退職給付債務 △1,975

(3) 会計基準変更時差異の未処理額 394

(4) 未認識数理計算上の差異 236

(5) 連結貸借対照表計上額純額 

  ((2)＋(3)＋(4))
△1,344

(6) 退職給付引当金 △1,344

(注）

   

連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(単位：百万円)

(1) 勤務費用 91

(2) 利息費用 37

(3) 会計基準変更時差異の費用処理額 78

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 49

(5) 退職給付費用 

  ((1)＋(2)＋(3)＋(4))
257

（注）

   

簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1) 

勤務費用」に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(単位：百万円)

(1) 勤務費用 89

(2) 利息費用 38

(3) 会計基準変更時差異の費用処理額 78

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 49

(5) 退職給付費用 

  ((1)＋(2)＋(3)＋(4))
256

（注）

   

簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1) 

勤務費用」に計上しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の 

期間配分方法

期間定額基準 

 

(2) 割引率 2.0％

(3) 数理計算上の差異 

の処理年数

10年(各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数に

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

としております。)

(4) 会計基準変更時差 

異の処理年数

提出会社においては、15年で

あります。 

なお、連結子会社の会計基準

変更時差異は一括費用処理し

ております。
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の 

期間配分方法

同左 

 

(2) 割引率 同左

(3) 数理計算上の差異 

の処理年数

同左 

  

  

  

  

 

(4) 会計基準変更時差 

異の処理年数

同左 
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当社グループは、ストック・オプション等を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。  

  

        賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号
平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。 
  

 
(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額 

   

(ストック・オプション等関係)

    前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び 
    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(企業結合等関係)

    前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び 
    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(賃貸等不動産関係)

    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 199.82円 227.87円

１株当たり当期純利益金額 16.31円 29.99円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

潜在株式がありませんので記載して

おりません。

同左

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成201３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額

(百万円) 3,706 4,227

 普通株式に係る純資産額 (百万円) 3,706 4,227

差額の主な内訳 (百万円)

 少数株主持分 ― ―

普通株式の発行済株式数 (千株) 18,555 18,555

普通株式の自己株式数 (千株) 3 4

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) 18,551 18,550

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益 (百万円) 302 556

 普通株式に帰属しない金額 (百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益 (百万円) 302 556

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 18,552 18,550
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  資本準備金の額の減少

   平成21年５月28日開催の当社取締役会決議に基づ

く資本準備金の額の減少に関する議案について、平

成21年６月26日開催の定時株主総会において、下記

のとおり承認可決されました。

         ――――――――

  １ 資本準備金の額の減少の目的

  配当財源の充実をはかるとともに、今後の資本

政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法

第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を

減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであ

ります。

  ２ 資本準備金の額の減少の要領

  (1) 減少すべき資本準備金の要領

  資本準備金1,541百万円(平成21年３月31日現在)

を1,000百万円減少する。

  (2) 増加すべき剰余金の額

  その他資本剰余金 1,000百万円

   (3) 減少後の資本準備金の額

             541百万円

  ３ 資本準備金の額の減少の日程

  (1) 取締役会決議日    平成21年５月28日

  (2) 定時株主総会決議日  平成21年６月26日

  (3) 債権者異議申述期間  平成21年７月30日(予定)

  (4) 効力発生日      平成21年７月31日(予定)
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当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

 
  

 
  

(注) 主な相手先別の売上高及び売上総額に対する割合は、次のとおりであります。 

 

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

建設事業 （百万円） 22,950 26,253

製造・販売事業 （百万円） 5,743 5,881

その他の事業 （百万円） 4 ―

合計 28,698 32,134

(2) 売上実績

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

建設事業 （百万円） 23,862 22,422

製造・販売事業 （百万円） 5,743 5,881

その他の事業 （百万円） 4 ―

合計 29,611 28,303

会計年度 相手先 金額(百万円) 割合(％)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

国土交通省 5,290 17.9

三井住友建設株式会社 3,653 12.3

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

国土交通省 5,844 20.7
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6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※2 3,522 ※2 3,854

受取手形 ※1, ※2 2,490 ※1, ※2 2,486

完成工事未収入金 ※1 6,090 ※1 6,309

売掛金 ※1 1,423 ※1 1,463

販売用不動産 2 2

未成工事支出金 1,842 ※4 856

材料貯蔵品 88 116

繰延税金資産 259 244

その他 91 111

貸倒引当金 △56 △49

流動資産合計 15,754 15,396

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 1,822 ※2 1,819

減価償却累計額 △1,090 △1,133

建物（純額） 732 686

構築物 ※2 876 ※2 907

減価償却累計額 △589 △621

構築物（純額） 286 286

機械及び装置 5,062 5,007

減価償却累計額 △4,658 △4,619

機械及び装置（純額） 403 387

車両運搬具 24 24

減価償却累計額 △20 △21

車両運搬具（純額） 4 3

工具器具・備品 271 295

減価償却累計額 △250 △258

工具器具・備品（純額） 21 36

土地 ※2, ※3 2,683 ※2, ※3 2,680

有形固定資産合計 4,130 4,080

無形固定資産

借地権 22 22

ソフトウエア 19 14

その他 29 29

無形固定資産合計 71 66
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 33 ※2 35

関係会社株式 60 60

従業員に対する長期貸付金 43 39

破産更生債権等 96 89

長期前払費用 0 0

長期営業外未収入金 0 －

繰延税金資産 43 90

その他 150 139

貸倒引当金 △117 △105

投資その他の資産合計 311 350

固定資産合計 4,513 4,497

資産合計 20,268 19,893

負債の部

流動負債

支払手形 6,235 5,520

工事未払金 3,942 4,222

買掛金 1,592 1,871

未払金 284 306

未払費用 358 322

未払法人税等 371 448

未成工事受入金 1,768 912

預り金 158 154

完成工事補償引当金 18 8

工事損失引当金 123 ※4 104

その他 18 30

流動負債合計 14,872 13,902

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※3 447 ※3 446

退職給付引当金 1,262 1,334

その他 9 8

固定負債合計 1,719 1,789

負債合計 16,591 15,692
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金

資本準備金 1,541 541

その他資本剰余金 － 1,000

資本剰余金合計 1,541 1,541

利益剰余金

利益準備金 85 85

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 575 1,100

利益剰余金合計 661 1,186

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,532 4,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 ※3 143 ※3 141

評価・換算差額等合計 144 144

純資産合計 3,676 4,201

負債純資産合計 20,268 19,893
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(2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

完成工事高 23,392 22,143

製品売上高 5,761 5,897

不動産事業売上高 4 －

売上高合計 29,158 28,040

売上原価

完成工事原価 21,966 ※2 20,763

製品売上原価 4,872 4,694

不動産事業売上原価 0 －

売上原価合計 26,839 25,458

売上総利益

完成工事総利益 1,425 1,379

製品売上総利益 888 1,202

不動産事業総利益 4 －

売上総利益合計 2,319 2,582

販売費及び一般管理費

役員報酬 41 34

従業員給料手当 815 844

退職給付費用 72 71

法定福利費 124 125

福利厚生費 19 25

修繕維持費 1 3

事務用品費 56 55

通信交通費 127 129

動力用水光熱費 8 7

調査研究費 78 87

広告宣伝費 5 5

貸倒引当金繰入額 15 21

貸倒損失 13 －

交際費 9 10

寄付金 0 1

地代家賃 61 59

減価償却費 20 22

租税公課 36 37

保険料 16 12

雑費 52 52

販売費及び一般管理費合計 ※3 1,578 ※3 1,610

営業利益 740 971
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 ※1 24 ※1 41

受取地代家賃 7 －

雑収入 11 10

営業外収益合計 43 52

営業外費用

支払利息 22 24

支払保証料 9 8

賃貸収入原価 4 －

雑支出 2 3

営業外費用合計 39 36

経常利益 744 986

特別利益

前期損益修正益 ※4 5 ※4 8

固定資産売却益 ※5 2 ※5 1

貸倒引当金戻入額 1 6

国庫補助金 1 －

特別利益合計 11 16

特別損失

固定資産売却損 ※6 0 ※6 2

固定資産除却損 ※7 88 ※7 17

固定資産圧縮損 ※8 1 －

減損損失 ※9 94 －

投資有価証券評価損 13 －

保険解約損 － 5

特別損失合計 199 26

税引前当期純利益 556 976

法人税、住民税及び事業税 379 451

法人税等調整額 △115 △35

法人税等合計 263 415

当期純利益 293 560
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,329 1,329

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,329 1,329

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,541 1,541

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － △1,000

当期変動額合計 － △1,000

当期末残高 1,541 541

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 － 1,000

資本剰余金合計

前期末残高 1,541 1,541

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,541 1,541

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 85 85

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 85 85

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 226 575

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 293 560

土地再評価差額金の取崩 56 1

当期変動額合計 349 525

当期末残高 575 1,100
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 311 661

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 293 560

土地再評価差額金の取崩 56 1

当期変動額合計 349 525

当期末残高 661 1,186

自己株式

前期末残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

前期末残高 3,182 3,532

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 293 560

土地再評価差額金の取崩 56 1

自己株式の取得 △0 0

当期変動額合計 349 525

当期末残高 3,532 4,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 4 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 1

当期変動額合計 △2 1

当期末残高 1 2

土地再評価差額金

前期末残高 199 143

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56 △1

当期変動額合計 △56 △1

当期末残高 143 141
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 203 144

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△59 △0

当期変動額合計 △59 △0

当期末残高 144 144

純資産合計

前期末残高 3,386 3,676

当期変動額

剰余金の配当 － △37

当期純利益 293 560

土地再評価差額金の取崩 56 1

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 △0

当期変動額合計 290 524

当期末残高 3,676 4,201
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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) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

   時価のあるもの

     決算期末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)

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式

同左

(3) その他有価証券

   時価のあるもの

同左
   

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

   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

(1) 販売用不動産

    個別法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)

(2) 未成工事支出金

   個別法による原価法

(3) 材料貯蔵品

    総平均法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法)

(1) 販売用不動産

    個別法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)

(2) 未成工事支出金

   個別法による原価法

(3) 材料貯蔵品

    総平均法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法)

 (会計方針の変更)

  従来、原価法によっておりました

が、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)が適用されたことに伴い、原価

法(貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方

法)により算定しております。 

 なお、この適用による当事業年度

に係る影響は軽微であります。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

   建物

    定額法

   建物以外

    定率法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

   建物

同左

   建物以外

同左

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

   ソフトウェア(自社利用)につい

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) 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

ております。 

 なお、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

っております。

(3) 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

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 長期前払費用

   均等償却によっております。

   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

準によっております。

(4) 長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、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

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 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、完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づいて計

上しております。

(2) 完成工事補償引当金

同左

(3) 工事損失引当金

   当事業年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれるものについ

て、将来の損失に備えるため、そ

の損失見込額を計上しておりま

す。

(3) 工事損失引当金

同左

(4) 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おります。

   会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

しております。

   数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10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

業年度より費用処理することとし

ております。

(4) 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おります。

   会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

しております。

   数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10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

業年度より費用処理することとし

ております。

 (会計方針の変更)

  当事業年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正(その３)」

(企業会計基準第19号 平成20年７

月31日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ 収益及び費用の計上基準 ――――――  完成工事高及び完成工事原価の計上

基準

  当事業年度に着手した工事契約か

ら当事業年度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

度の見積もりは原価比例法)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。 

 なお、工事進行基準による完成工

事高は、1,807百万円であります。

（会計方針の変更）

  請負工事に係る収益の計上基準に

ついては、従来、長期大型工事(工期

１年以上、かつ、工事価格５億円以

上)については、工事進行基準を、そ

の他の工事については工事完成基準

を適用しておりましたが、当事業年

度から「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)が

適用されたことに伴い、当事業年度

に着手した工事契約から当事業年度

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(工事の進捗度の見積もり

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。 

 なお、平成21年３月31日以前に着

手した工事契約のうち、長期大型工

事(工期１年以上、かつ、工事価格５

億円以上)については工事進行基準

を、その他の工事については工事完

成基準を引き続き適用しておりま

す。 

 これにより、従来の方法によった

場合と比べ、当事業年度に係る完成

工事高は1,109百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

が、それぞれ17百万円増加しており

ます。

 完成工事高の計上基準

  完成工事高の計上は、工事完成基

準によっておりますが、長期大型工

事(工期１年以上、かつ、工事価格５

億円以上)については、工事進行基準

を適用しております。 

 なお、工事進行基準による完成工

事高は、2,050百万円であります。

――――――

６ 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に相当する

額の会計処理は、税抜方式によって

おります。

 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

(会計方針の変更)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

よっておりましたが、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

によっております。 

 この適用による当事業年度に係る影響は軽微でありま

す。

        ――――――――

(表示方法の変更)

前事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

（損益計算書）

 前事業年度において「賃貸収入原価」(前事業年度１

百万円)は「雑支出」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度はその金額が営業外費用の総額の100分の10

を超えましたので区分掲記いたしました。

        ――――――――

         ―――――――― （損益計算書）

１ 「受取地代家賃」は前事業年度において区分掲記し

ておりましたが、当事業年度はその金額が営業外収益

の総額の100分の10以下となったため「雑収入」に含

めて表示しております。 

 なお、当事業年度「雑収入」に含まれる「受取地代

家賃」の金額は４百万円であります。

２ 「賃貸収入原価」は前事業年度において区分掲記し

ておりましたが、当事業年度はその金額が営業外費用

の総額の100分の10以下となったため「雑支出」に含

めて表示しております。 

 なお、当事業年度「雑支出」に含まれる「賃貸収入

原価」の金額は２百万円であります。
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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21年３月31日)

当事業年度 

(平成22年３月31日)

 

※１ このうち関係会社に対するものは、次のとおりで

あります。

 受取手形、

 完成工事未収入金

 及び売掛金

990百万円

 

※１ このうち関係会社に対するものは、次のとおりで

あります。

 受取手形、

 完成工事未収入金

 及び売掛金

532百万円

 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 (1) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保

証金として担保に供しております。

 投資有価証券 9百万円

 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。

百万円

 現金預金 62

 受取手形 765

 建物 366

 構築物 91

 土地 2,103

 投資有価証券 12

 計 3,401

  （上記資産に対応する債務）

 短期借入金 ―百万円

   なお、上記資産のうち建物、構築物及び土地に対

しては、1,010百万円を極度額とした根抵当権を設

定しております。

 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 (1) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保

証金として担保に供しております。

 投資有価証券 9百万円

 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。

百万円

 現金預金 66

 受取手形 787

 建物 350

 構築物 99

 土地 2,257

 投資有価証券 13

 計 3,575

  （上記資産に対応する債務）

 短期借入金 ―百万円

   なお、上記資産のうち建物、構築物及び土地に対

しては、1,010百万円を極度額とした根抵当権を設

定しております。

 

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日改正)

に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日    平成13年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

     「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号

に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額

に合理的な調整を行って算定する方法

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当事業年度末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との

差額

△603百万円

 

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日改正)

に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税

標準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税

金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日    平成13年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

      「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号

に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額

に合理的な調整を行って算定する方法

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当事業年度末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との

差額

△662百万円

         ―――――――― ※４ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契約

に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対

応する額は76百万円であります。
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(損益計算書関係)

前事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであ

ります。

 受取利息 20百万円

※１ 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであ

ります。

 受取利息 39百万円

         ―――――――― ※２ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額

は、104百万円であります。

※３ 研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費は、74百万円で

あります。

   なお、当事業年度の製造費用に含まれている研究

開発費はありません。

※３ 研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費は、73百万円で

あります。

   なお、当事業年度の製造費用に含まれている研究

開発費はありません。

※４ 前期計上未払金支払不要額等であります。 ※４ 前期計上未払金支払不要額等であります。 

※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

 機械及び装置 2百万円

※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

 機械及び装置 1百万円

 

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

 機械及び装置 0百万円

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

 機械及び装置 1

 土地 1

 計 2

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

 建物 22

 構築物 7

 機械及び装置 4

 工具、器具及び備品 0

 解体費用他 54

 計 88
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

百万円

 建物 8

 構築物 0

 機械及び装置 8

 工具、器具及び備品 0

 計 17

※８ 固定資産圧縮損は、国庫補助金の受入により取得

価額から直接控除した額であります。

 構築物 1百万円

         ――――――――

 

※９ 当事業年度において、当社は、以下の資産につい

て回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(94百万円)として特別損失に計上しました。

                  （単位：百万円）

用途 支店等 種類 減損損失額

遊休資産 九州支店 土地 94

   グルーピングの単位については、建設事業は建設

事業全体で１つの資産グループとしており、製造・

販売事業については事業所単位でグルーピングを行

い、また、遊休資産については個別物件毎にグルー

ピングをしております。

   上記の資産は、製造・販売事業におけるアスファ

ルト合材工場の土地でありましたが、工場の閉鎖等

により、今後の使用が見込まれないことから、土地

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として、特別損失に計上しております。

   なお、当資産の回収可能価額については、不動産

鑑定評価額に基づく正味売却価額により測定してお

ります。

         ――――――――
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   （変更事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取    1,467株 

  

 
   （変更事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取     898株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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) 2,250 1,467 ― 3,717

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 3,717 898 ― 4,615
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7. 部門別受注高・売上高・次期繰越高

(1) 工種別受注高・売上高比較表

年度別

 区分

前事業年度

 (自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当事業年度

 (自 平成21年４月１日

至 平成22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)

前期比

(％)

前 工

期 事 アスファルト舗装工事 7,756 79.5 6,918 77.8 △837 △10.8

繰 部 コンクリート舗装工事 68 0.7 273 3.1 205 297.8

越 門 土木工事 1,928 19.8 1,701 19.1 △226 △11.7

高 合計 9,753 100.0 8,894 100.0 △859 △8.8

工 アスファルト舗装工事 17,735 62.7 22,688 71.2 4,953 27.9

受 事 コンクリート舗装工事 1,603 5.6 430 1.4 △1,172 △73.1

注 部 土木工事 3,194 11.3 2,847 8.9 △347 △10.9

高 門 計 22,533 79.6 25,966 81.5 3,433 15.2

製品部門等 5,766 20.4 5,897 18.5 130 2.3

合計 28,299 100.0 31,863 100.0 3,564 12.6

工 アスファルト舗装工事 18,573 63.7 17,891 63.8 △682 △3.7

売 事 コンクリート舗装工事 1,398 4.8 628 2.3 △769 △55.1

上 部 土木工事 3,420 11.7 3,624 12.9 203 5.9

高 門 計 23,392 80.2 22,143 79.0 △1,248 △5.3

製品部門等 5,766 19.8 5,897 21.0 130 2.3

合計 29,158 100.0 28,040 100.0 △1,117 △3.8

次 工

期 事 アスファルト舗装工事 6,918 77.8 11,716 92.1 4,797 69.3

繰 部 コンクリート舗装工事 273 3.1 76 0.6 △197 △72.2

越 門 土木工事 1,701 19.1 925 7.3 △776 △45.6

高 合計 8,894 100.0 12,717 100.0 3,823 43.0
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(2) 発注者別受注高・完成工事高比較表

年度別

 区分

前事業年度

 (自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当事業年度

 (自 平成21年４月１日

至 平成22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)

前期比

(％)

前

期 官  公  庁 5,735 58.8 6,564 73.8 828 14.4

繰

越 民     間 4,017 41.2 2,330 26.2 △1,687 △42.0

高 計 9,753 100.0 8,894 100.0 △859 △8.8

受 官  公  庁 10,683 47.4 15,521 59.8 4,837 45.3

注

高 民     間 11,849 52.6 10,445 40.2 △1,403 △11.8

計 22,533 100.0 25,966 100.0 3,433 15.2

完

成 官  公  庁 9,855 42.1 11,257 50.8 1,402 14.2

工

事 民     間 13,537 57.9 10,885 49.2 △2,651 △19.6

高 計 23,392 100.0 22,143 100.0 △1,248 △5.3

次

期 官  公  庁 6,564 73.8 10,827 85.1 4,263 65.0

繰

越 民     間 2,330 26.2 1,889 14.9 △440 △19.0

高 計 8,894 100.0 12,717 100.0 3,823 43.0
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  ① 新任監査役候補 

 
  

  ② 退任予定監査役 

 
  

 なお、その他の役員および執行役員の異動につきましては、平成22年２月25日に発表しております。 
  

8. 役員の異動（平成22年６月29日付）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません

(2) その他の役員の異動

社外監査役(非常勤) 布 施 憲 子 (現 弁護士)

社外監査役(非常勤) 新 里 孝 男
(現 三井住友建設株式会社 
   関連事業部長)

現 社外監査役(非常勤) 大 山 和 久

現 社外監査役(非常勤) 新 井 英 雄

           以 上
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