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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 181,856 △1.1 9,869 △25.4 9,845 △27.3 5,372 △27.4

22年3月期 183,905 1.0 13,230 51.2 13,551 46.4 7,404 53.7

（注）包括利益 23年3月期 5,153百万円 （△32.0％） 22年3月期 7,576百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 62.09 ― 4.3 5.7 5.4
22年3月期 85.49 ― 6.2 8.0 7.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  44百万円 22年3月期  31百万円

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

23年3月期 171,943 125,638 73.0 1,451.01
22年3月期 175,535 122,256 69.6 1,411.39

（参考） 自己資本   23年3月期  125,500百万円 22年3月期  122,144百万円

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

23年3月期 13,008 △9,901 △1,782 32,353
22年3月期 15,346 △7,899 △1,293 31,056

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 1,735 23.4 1.5
23年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 1,214 22.5 1.0

24年3月期(予想) ― ― ― 14.00 14.00 22.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 78,000 0.1 1,000 △55.1 1,100 △45.3 500 △42.2 5.78
通期 188,000 3.4 9,900 0.3 10,000 1.6 5,500 2.4 63.59



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注) 詳細は、添付資料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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 詳細は、添付資料18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） 23年3月期 94,159,453 株 22年3月期 94,159,453 株

② 期末自己株式数 23年3月期 7,667,657 株 22年3月期 7,617,547 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 86,519,081 株 22年3月期 86,607,056 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 173,184 △1.6 9,467 △26.6 9,201 △29.4 4,950 △29.8

22年3月期 176,060 0.5 12,901 51.3 13,030 46.3 7,051 55.8

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
円 銭 円 銭

23年3月期 57.05 ―

22年3月期 81.19 ―

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

23年3月期 166,069 123,300 74.2 1,421.51
22年3月期 169,985 120,318 70.8 1,386.34

（参考） 自己資本 23年3月期  123,300百万円 22年3月期  120,318百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 75,000 1.0 1,100 △48.1 1,100 △37.7 500 △32.2 5.76
通期 180,000 3.9 9,500 0.3 9,500 3.2 5,000 1.0 57.64
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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、新興国など海外の堅調な経済成長に支えられ緩やかな改善傾

向がみられたものの、雇用情勢は依然として厳しく個人消費が低迷する中、年度末に発生した東日本大

震災の影響から、先行きの不透明感が更に増す結果となりました。 

道路業界におきましては、公共投資は減少の一途を辿り、民間工事は、設備投資が低調に推移し総じ

て厳しい状況が続きました。 

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都市部での営業活動を強化し工事量の確保

に努め、製造・販売事業においては、販売数量の確保と採算性の維持に努めてまいりました。 

なお、当グループにおいては東日本大震災によって長期間事業活動が停止するほどの甚大な被害はな

く、震災発生後直ちに災害対策本部を設置し、各方面の協力要請に応え災害支援物資の調達、輸送及び

被災地の災害復旧活動に着手いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の受注高は1,797億１千８百万円(前年同期比2.0％減)、売上高1,818億

５千６百万円(前年同期比1.1％減)となりました。 

営業利益は98億６千９百万円(前年同期比25.4％減)、経常利益は98億４千５百万円(前年同期比

27.3％減)、当期純利益は53億７千２百万円(前年同期比27.4％減)となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（建設事業） 

建設事業における受注環境はますます厳しく、工事量は前年並みを確保したものの、価格競争と原

材料等の値上りの影響により、採算性は悪化しました。 

当連結会計年度の受注高は1,116億８千６百万円（前年同期比0.5％減）、完成工事高は1,131億５

千９百万円（前年同期比1.0％増）営業利益は25億４千４百万円（前年同期比35.1％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 

 
主要完成工事 

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

東日本高速道路株式会社 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事 北海道

東日本高速道路株式会社 東北自動車道 加須管理事務所管内舗装補修工事
埼 玉 県・群 馬
県・栃木県

濃飛倉庫運輸株式会社 濃飛倉庫運輸㈱舗装他改修工事 千葉県

東京都 路面補修工事（２の１６・遮熱性舗装及び歩道改善） 東京都

日本マクドナルド株式会社 マクドナルド １５号鶴見店 新築工事 神奈川県

阪神高速道路株式会社 舗装補修工事（２２－２－湾岸） 兵庫県

国土交通省 国道２号城町地区電線共同溝工事 広島県

西日本高速道路株式会社 山陽自動車道 岩国～山口間舗装補修工事 山口県

国土交通省 佐賀４９７号千々賀畑島地区舗装工事 佐賀県

国土交通省 平成２２－２３年度 替坂本舗装外工事 高知県

発  注  者 工    事    名 工 事 場 所

国土交通省 新城地区道路改良舗装工事 青森県

株式会社東洋陸送社 八戸営業所新設工事 青森県

国土交通省 蘇我町（２）電線共同溝他舗装工事 千葉県

青梅リバーサイドパーク株
式会社

フットサルコート改修その他工事 東京都

首都高速道路株式会社 ＫＪ１２４工区～ＫＪ１４２工区舗装・区画線他工事 神奈川県

中日本高速道路株式会社
東名高速道路 大井松田～沼津間舗装補修工事（平成２２年
度）

神奈川県・静岡
県

大阪ガス株式会社 供給安定本管中Ｂ本復旧工事 奈良県

防衛省 岩国飛行場（２１）滑走路移設北側誘導路舗装等整備工事 山口県

国土交通省 福岡外環状道路 賀茂地区改築工事 福岡県

国土交通省 長崎２０５号 有福地区南工区改築工事 長崎県
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（製造・販売事業） 

製造・販売事業においては、販売数量が減少したことと、アスファルト等の主材料や燃料価格の上

昇を充分に販売価格に転嫁できなかったことにより、採算性は悪化しました。 

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680億３千２百万円(前年同期比4.5％

減）、営業利益は112億４千４百万円(前年同期比19.3％減)となりました。 

（その他） 

当連結会計年度のその他売上高は６億６千３百万円(前年同期比4.6％増)となり、１千９百万円の

営業損失（前年同期４千２百万円の利益）となりました。 

  

   ② 次期の見通し 

次期につきましては、東日本大震災が国内経済に及ぼす影響は大きく、地域に与えた直接的な被害や

原子力発電所の稼動停止に伴う電力不足から、生産活動の停滞や個人消費の低迷が予想され、更に中

東・北アフリカ情勢の混乱による原油価格の高騰など、予断を許さない状況が続くものと思われます。

道路業界におきましても、震災復興に伴う工事量の増加は見込まれるものの、民間設備投資の伸びは

期待できず、当期に比べて一段と厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

当グループといたしましては、震災復興支援に全力を尽くすとともに、都市部の主力営業所を増強し

民間工事の受注に努め、官庁工事においては総合評価方式への対応を強化してまいります。製造・販売

事業においては、主力工場への設備投資を継続し、シェアの拡大に注力してまいります。また、低炭素

社会に向けた環境分野への取り組みを通じて、社会からの信頼を 優先とした事業活動を行ってまいり

ます。 

なお、平成24年３月期の通期見通しとして連結売上高1,880億円、連結営業利益99億円、連結経常利

益100億円、連結当期純利益55億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17億６千９百万円減少し、948億８千６百万円となりました。

これは主に、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18億２千２百万円減少し、770億５千７百万円となりました。

これは主に、投資有価証券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35億９千１百万円減少し、1,719億４千３百万円とな

りました。 

(ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ74億６千４百万円減少し、382億８百万円となりました。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４億９千万円増加し、80億９千７百万円となりました。これは

主に、退職給付引当金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69億７千３百万円減少し、463億５百万円となりまし

た。 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ33億８千１百万円増加し、1,256億３千８百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加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12億９千７百万円増加

し、323億５千３百万円となりました。 

(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23億３

千８百万円減少し、130億８百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び仕

入債務の減少によるものであります。 

(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、前連結会計年度の支出に比べ20億２

百万円増加し、99億１百万円の支出となりました。これは主に、信託受益権の取得及び償還による純支

出の増加や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の発生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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(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４億８

千８百万円増加し、17億８千２百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額の増加による

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。 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、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。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率(％) 67.1 70.1 70.7 69.6 73.0

時価ベースの自己資本比率(％) 48.5 44.3 45.9 37.6 42.9

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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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、ＲＯＥ（自己資本利益率）を重要な経営指標とし、効率的な利益の獲得により企業価

値を高める経営に徹してまいります。 

  

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強化することにより民間工事の受注

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後も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・育成を徹底して施工体制の

強化を図るとともに、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・販売体制の確立を図って、持続的な成長・発展を目

指す所存であります。 

  

２．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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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 17,322 18,118

受取手形・完成工事未収入金等 47,229 42,538

有価証券 17,927 18,929

未成工事支出金等 5,959 4,851

繰延税金資産 2,326 2,067

その他 6,734 9,019

貸倒引当金 △844 △638

流動資産合計 96,655 94,886

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 29,159 29,644

機械・運搬具 66,879 69,697

土地 38,187 38,974

建設仮勘定 101 58

その他 3,448 3,976

減価償却累計額 △73,494 △78,544

有形固定資産合計 64,282 63,805

無形固定資産   

借地権 199 170

電話加入権 85 86

その他 758 1,184

無形固定資産合計 1,043 1,440

投資その他の資産   

投資有価証券 8,403 6,770

繰延税金資産 2,516 2,886

その他 2,974 2,938

貸倒引当金 △340 △785

投資その他の資産合計 13,553 11,810

固定資産合計 78,879 77,057

資産合計 175,535 171,943
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 28,834 25,516

未払法人税等 4,804 3,596

未成工事受入金 3,022 1,812

賞与引当金 2,733 2,736

役員賞与引当金 90 107

完成工事補償引当金 69 68

工事損失引当金 288 320

災害損失引当金 － 140

損害賠償引当金 38 －

その他 5,792 3,908

流動負債合計 45,672 38,208

固定負債   

退職給付引当金 6,363 6,844

役員退職慰労引当金 483 485

負ののれん 529 366

その他 228 400

固定負債合計 7,606 8,097

負債合計 53,279 46,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,350 19,350

資本剰余金 23,086 23,086

利益剰余金 84,388 88,024

自己株式 △4,166 △4,201

株主資本合計 122,659 126,260

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △434 △656

為替換算調整勘定 △80 △104

その他の包括利益累計額合計 △515 △760

少数株主持分 112 138

純資産合計 122,256 125,638

負債純資産合計 175,535 171,943
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 183,905 181,856

売上原価 159,677 162,217

売上総利益 24,227 19,638

販売費及び一般管理費 10,997 9,769

営業利益 13,230 9,869

営業外収益   

受取利息 2 3

有価証券利息 78 76

受取配当金 122 131

持分法による投資利益 31 44

負ののれん償却額 167 162

その他 163 212

営業外収益合計 565 630

営業外費用   

為替差損 77 151

和解金 57 －

貸倒引当金繰入額 77 469

その他 31 34

営業外費用合計 245 654

経常利益 13,551 9,845

特別利益   

固定資産売却益 42 37

受取保険金 37 15

補助金収入 － 45

損害賠償引当金戻入額 － 38

その他 19 26

特別利益合計 99 163

特別損失   

固定資産除却損 529 257

減損損失 99 －

投資有価証券評価損 257 8

災害による損失 － 147

前期損益修正損 32 －

その他 28 30

特別損失合計 946 444

税金等調整前当期純利益 12,704 9,564

法人税、住民税及び事業税 6,085 4,150

法人税等調整額 △803 13

法人税等合計 5,281 4,164

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,400

少数株主利益 18 27

当期純利益 7,404 5,372
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,400

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △222

為替換算調整勘定 － △23

その他の包括利益合計 － △246

包括利益 － 5,153

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 5,126

少数株主に係る包括利益 － 27
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 23,088 23,086

当期変動額   

自己株式の処分 △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 23,086 23,086

利益剰余金   

前期末残高 78,200 84,388

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

当期純利益 7,404 5,372

当期変動額合計 6,187 3,636

当期末残高 84,388 88,024

自己株式   

前期末残高 △4,083 △4,166

当期変動額   

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 1 1

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

△7 －

当期変動額合計 △83 △35

当期末残高 △4,166 △4,201

株主資本合計   

前期末残高 116,557 122,659

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

当期純利益 7,404 5,372

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 △0 2

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

△7 －

当期変動額合計 6,101 3,601

当期末残高 122,659 126,260
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △485 △434

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 △221

当期変動額合計 51 △221

当期末残高 △434 △656

為替換算調整勘定   

前期末残高 △180 △80

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 △23

当期変動額合計 99 △23

当期末残高 △80 △104

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △666 △515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 150 △245

当期変動額合計 150 △245

当期末残高 △515 △760

少数株主持分   

前期末残高 92 112

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20 25

当期変動額合計 20 25

当期末残高 112 138

純資産合計   

前期末残高 115,983 122,256

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

当期純利益 7,404 5,372

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 △0 2

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

△7 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 △219

当期変動額合計 6,272 3,381

当期末残高 122,256 125,638
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 12,704 9,564

減価償却費 6,618 7,280

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103 237

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 16

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 132 40

損害賠償引当金の増減額（△は減少） △50 △38

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 140

退職給付引当金の増減額（△は減少） 629 480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 1

受取利息及び受取配当金 △203 △211

為替差損益（△は益） 42 87

投資有価証券評価損益（△は益） 257 8

持分法による投資損益（△は益） △31 △44

固定資産売却損益（△は益） △42 △37

有形固定資産除却損 529 257

減損損失 99 －

負ののれん償却額 △167 △162

売上債権の増減額（△は増加） △3,491 4,925

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 491 1,111

仕入債務の増減額（△は減少） 2,521 △3,406

未成工事受入金の増減額（△は減少） △247 △1,209

前受金の増減額（△は減少） △82 △14

その他 386 △860

小計 20,218 18,169

利息及び配当金の受取額 217 225

法人税等の支払額 △5,090 △5,387

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,346 13,008
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △8,994 △13,992

有価証券の売却及び償還による収入 9,994 14,994

信託受益権の取得による支出 △11,306 △28,245

信託受益権の償還による収入 9,547 25,592

有形固定資産の取得による支出 △7,102 △6,391

有形固定資産の売却による収入 99 49

投資有価証券の取得による支出 △50 △309

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 67

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △907

貸付けによる支出 △90 △129

貸付金の回収による収入 145 88

その他 △141 △717

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,899 △9,901

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） △75 △34

配当金の支払額 △1,216 △1,735

その他 △1 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,293 △1,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,146 1,297

現金及び現金同等物の期首残高 24,803 31,056

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期末残高 31,056 32,353
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該当事項なし。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

（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の変更

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間において新たに株式を取得したことから、日本チ

ャトミックス㈱を連結の範囲に含めている。

(2) 変更後の連結子会社の数

６社 

２ 会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 「持分法に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度から、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用している。

これによる損益に与える影響はない。

(2) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用している。

これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利益がそれぞれ１百万

円、税金等調整前当期純利益が８百万円減少している。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は49百万円である。

(3) 「企業結合に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度から、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部

改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「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」（企業会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）を適用している。

表示方法の変更

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（連結損益計算書関係）
 当連結会計年度から、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ
き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損
益調整前当期純利益」の科目を表示している。

追加情報

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 当連結会計年度から、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用
している。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額
は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載している。
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

前連結会計年度(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 

   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4,677百万円であり、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60,000百万円であり、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 会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用し

ている。 

 この結果、当連結会計年度の建設事業の売上高が3,670百万円、営業費用が3,412百万円、営業利益が257

百万円増加している。 

  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 7,554百万円
少数株主に係る包括利益 21
計 7,576

その他有価証券評価差額金 54百万円
為替換算調整勘定 100
計 154

(セグメント情報等)

【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

112,010 71,260 634 183,905 ― 183,905

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 25,425 650 26,076 (26,076) ―

計 112,011 96,685 1,284 209,982 (26,076) 183,905

  営業費用 108,093 82,746 1,242 192,082 (21,408) 170,674

  営業利益 3,917 13,939 42 17,899 (4,668) 13,230

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 54,030 62,576 525 117,132 58,402 175,535

  減価償却費 1,573 4,403 30 6,007 611 6,618

  減損損失 ― 43 ― 43 55 99

  資本的支出 1,722 6,018 3 7,744 346 8,091
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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。 

  

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。 

  

  

当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20年３月21日）を適用している。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているもので

ある。 

当社は、製品・サービス別に事業本部を設置し、それぞれの製品・サービスについての包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開している。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設事

業」及び「製造・販売事業」の２つを報告セグメントとしている。 

「建設事業」は、舗装工事、土木工事及びこれらに関連する事業を行っており、「製造・販売事業」

は、アスファルト合材・乳剤及びその他の建設資材等の製造・販売を行っている。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一である。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理業務及びコン

サルタント業務等を含んでいる。 

  

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

【セグメント情報】

(追加情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
建設事業

製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 112,010 71,260 183,270 634 183,905

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

0 25,425 25,426 650 26,076

計 112,011 96,685 208,697 1,284 209,982

セグメント利益 3,917 13,939 17,857 42 17,899

その他の項目

  減価償却費 1,573 4,329 5,903 30 5,934

 のれんの償却額 ― 73 73 ― 73
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理業務及びコン

サルタント業務等を含んでいる。 

  

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 
  

 
  

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。 

  

 
  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記

載を省略している。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
建設事業

製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 113,159 68,032 181,192 663 181,856

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

0 26,584 26,584 619 27,203

計 113,159 94,616 207,776 1,282 209,059

セグメント利益又は損失(△) 2,544 11,244 13,788 △19 13,769

その他の項目

  減価償却費 1,767 4,660 6,428 27 6,455

 のれんの償却額 ― 164 164 ― 164

(単位：百万円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 208,697 207,776

「その他」の区分の売上高 1,284 1,282

セグメント間取引消去 △26,076 △27,203

連結財務諸表の売上高 183,905 181,856

(単位：百万円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,857 13,788
「その他」の区分の利益 
又は損失(△)

42 △19

セグメント間取引消去 8 34

全社費用(注) △4,677 △3,933

連結財務諸表の営業利益 13,230 9,869

(単位：百万円)

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 5,903 6,428 30 27 611 659 6,545 7,115

のれんの償却額 73 164 ― ― ― ― 73 164

【関連情報】
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３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載し

ていない。 

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項なし。 

  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項なし。 

  

  

 
(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 

 
  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設事業
製造・
販売事業

計

（のれん）

当期償却額 ― 164 164 ― ― 164

当期末残高 ― 536 536 ― ― 536

（負ののれん）

当期償却額 83 ― 83 ― 78 162

当期末残高 209 ― 209 ― 157 366

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,411.39円 1,451.01円

１株当たり当期純利益 85.49円 62.09円

項目
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

当連結会計年度末
(平成23年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 122,256 125,638

純資産の部の合計額 
から控除する金額

(百万円) 112 138

（うち少数株主持分） (百万円) (112) (138)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 122,144 125,500

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) 86,541 86,491

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益 (百万円) 7,404 5,372

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 7,404 5,372

普通株式の期中平均株式数 (千株) 86,607 86,519
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項なし。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項なし。 

  

(重要な後発事象)
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 15,611 16,048

受取手形 3,538 2,945

完成工事未収入金 25,076 23,691

売掛金 16,390 13,556

有価証券 17,927 18,929

金銭債権信託受益権 4,424 7,083

未成工事支出金 4,693 3,451

材料貯蔵品 1,096 1,282

繰延税金資産 2,262 2,015

その他 1,659 1,381

貸倒引当金 △827 △623

流動資産合計 91,852 89,762

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,757 23,996

減価償却累計額 △13,249 △13,637

建物（純額） 10,508 10,359

構築物 4,958 5,180

減価償却累計額 △3,550 △3,808

構築物（純額） 1,407 1,372

機械及び装置 61,538 63,649

減価償却累計額 △49,510 △52,593

機械及び装置（純額） 12,027 11,056

車両運搬具 4,518 4,787

減価償却累計額 △3,460 △3,820

車両運搬具（純額） 1,058 966

工具器具・備品 3,307 3,809

減価償却累計額 △2,567 △3,016

工具器具・備品（純額） 739 793

土地 36,919 36,881

建設仮勘定 101 57

有形固定資産合計 62,762 61,487

無形固定資産   

借地権 199 170

電話加入権 81 81

その他 703 757

無形固定資産合計 984 1,008
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,010 3,516

関係会社株式 3,830 4,781

長期貸付金 126 202

関係会社長期貸付金 911 931

長期前払費用 250 208

敷金及び保証金 801 792

投資不動産 302 396

繰延税金資産 2,451 2,817

その他 1,022 929

貸倒引当金 △321 △766

投資その他の資産合計 14,385 13,810

固定資産合計 78,133 76,307

資産合計 169,985 166,069

負債の部   

流動負債   

工事未払金 15,313 14,968

買掛金 11,525 8,551

未払金 3,891 2,533

未払費用 1,273 773

未払法人税等 4,702 3,470

未成工事受入金 2,674 1,504

預り金 161 224

賞与引当金 2,700 2,700

役員賞与引当金 84 101

完成工事補償引当金 69 68

工事損失引当金 155 290

災害損失引当金 － 140

損害賠償引当金 38 －

その他 287 171

流動負債合計 42,877 35,497

固定負債   

退職給付引当金 6,354 6,832

役員退職慰労引当金 405 396

その他 29 43

固定負債合計 6,789 7,271

負債合計 49,667 42,769
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 79 80

資本剰余金合計 23,085 23,086

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 83 54

固定資産圧縮積立金 962 875

別途積立金 59,200 59,200

繰越利益剰余金 18,579 21,910

利益剰余金合計 82,554 85,769

自己株式 △4,243 △4,278

株主資本合計 120,747 123,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △429 △627

評価・換算差額等合計 △429 △627

純資産合計 120,318 123,300

負債純資産合計 169,985 166,069
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

完成工事高 106,768 108,045

製品売上高 69,291 65,138

売上高合計 176,060 173,184

売上原価   

完成工事原価 99,362 102,310

製品売上原価   

当期製品製造原価 67,398 68,269

運搬費 9,550 9,036

製品他勘定振替高 23,361 24,807

製品売上原価 53,587 52,498

売上原価合計 152,949 154,808

売上総利益   

完成工事総利益 7,406 5,735

製品売上総利益 15,704 12,640

売上総利益合計 23,110 18,375

販売費及び一般管理費   

役員報酬 262 272

役員賞与引当金繰入額 84 101

従業員給料手当 3,450 3,439

賞与引当金繰入額 751 726

退職給付費用 688 515

役員退職慰労引当金繰入額 47 47

法定福利費 515 548

福利厚生費 223 225

修繕維持費 57 46

事務用品費 370 397

通信交通費 402 380

動力用水光熱費 52 57

調査研究費 398 384

広告宣伝費 9 11

貸倒引当金繰入額 540 139

交際費 63 63

寄付金 157 37

地代家賃 256 253

減価償却費 515 448

租税公課 339 281

保険料 18 20

雑費 1,004 508

販売費及び一般管理費合計 10,209 8,907

営業利益 12,901 9,467
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4 4

有価証券利息 78 76

受取配当金 137 139

その他 152 172

営業外収益合計 372 393

営業外費用   

為替差損 80 156

和解金 57 －

貸倒引当金繰入額 73 469

その他 31 34

営業外費用合計 243 660

経常利益 13,030 9,201

特別利益   

固定資産売却益 22 32

受取保険金 37 15

補助金収入 － 44

損害賠償引当金戻入額 － 38

抱合せ株式消滅差益 71 －

その他 18 16

特別利益合計 149 147

特別損失   

固定資産除却損 518 240

減損損失 99 －

投資有価証券評価損 256 0

関係会社株式評価損 － 8

災害による損失 － 147

前期損益修正損 31 －

その他 26 15

特別損失合計 932 411

税引前当期純利益 12,247 8,937

法人税、住民税及び事業税 5,961 3,972

法人税等調整額 △765 15

法人税等合計 5,196 3,987

当期純利益 7,051 4,950
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 79 79

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 79 80

資本剰余金合計   

前期末残高 23,085 23,085

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 23,085 23,086

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 80 83

当期変動額   

特別償却準備金の積立 36 －

特別償却準備金の取崩 △33 △29

当期変動額合計 3 △29

当期末残高 83 54

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,077 962

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 6

固定資産圧縮積立金の取崩 △114 △93

当期変動額合計 △114 △87

当期末残高 962 875
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 12,632 18,579

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

特別償却準備金の積立 △36 －

特別償却準備金の取崩 33 29

固定資産圧縮積立金の積立 － △6

固定資産圧縮積立金の取崩 114 93

当期純利益 7,051 4,950

当期変動額合計 5,946 3,330

当期末残高 18,579 21,910

利益剰余金合計   

前期末残高 76,719 82,554

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 7,051 4,950

当期変動額合計 5,835 3,214

当期末残高 82,554 85,769

自己株式   

前期末残高 △4,167 △4,243

当期変動額   

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △75 △35

当期末残高 △4,243 △4,278

株主資本合計   

前期末残高 114,987 120,747

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

当期純利益 7,051 4,950

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 2 2

当期変動額合計 5,759 3,179

当期末残高 120,747 123,927
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △360 △429

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △198

当期変動額合計 △68 △198

当期末残高 △429 △627

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △360 △429

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △198

当期変動額合計 △68 △198

当期末残高 △429 △627

純資産合計   

前期末残高 114,627 120,318

当期変動額   

剰余金の配当 △1,216 △1,735

当期純利益 7,051 4,950

自己株式の取得 △77 △36

自己株式の処分 2 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △198

当期変動額合計 5,691 2,981

当期末残高 120,318 123,300
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５．その他

（１）部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表（個別）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 84,185 47.8 82,281 47.6 △1,904 △2.3

コンクリート舗装 1,869 1.0 4,294 2.5 2,425 129.7

土木工事 20,911 11.9 21,213 12.2 301 1.4

計 106,967 60.7 107,789 62.3 822 0.8

製品部門 69,291 39.3 65,138 37.7 △4,153 △6.0

合計 176,258 100.0 172,928 100.0 △3,330 △1.9

売
上
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 84,641 48.1 84,107 48.6 △534 △0.6

コンクリート舗装 2,367 1.3 3,302 1.9 935 39.5

土木工事 19,759 11.2 20,635 11.9 875 4.4

計 106,768 60.6 108,045 62.4 1,276 1.2

製品部門 69,291 39.4 65,138 37.6 △4,153 △6.0

合計 176,060 100.0 173,184 100.0 △2,876 △1.6

次
期
繰
越
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 17,224 80.4 15,398 72.7 △1,825 △10.6

コンクリート舗装 993 4.6 1,985 9.4 992 99.8

土木工事 3,205 15.0 3,783 17.9 578 18.0

計 21,423 100.0 21,168 100.0 △255 △1.2

製品部門 ― ― ― ― ― ―

合計 21,423 100.0 21,168 100.0 △255 △1.2

(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23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．新任監査役候補 

 
４．退任予定監査役 

 
(注) 新任監査役候補 室井優氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

  

（２）役員の異動

取締役
（執行役員 営業本部統括） 勝又 和成 （現 執行役員 営業本部 営業統括

部長）
取締役
（執行役員 管理本部 経理部長） 吉田 信男 （現 執行役員 管理本部 経理部

長）
取締役
（執行役員 東京支店長） 尾形 和衛 （現 執行役員 北関東支店長）

取締役
（執行役員 関西支店長） 武川 秀也 （現 執行役員 関西支店長）

取締役
（専務執行役員 技術部門担当） 小泉 光政 （顧問に就任予定）

取締役
（常務執行役員 技術本部長） 遊佐 清壽 （顧問に就任予定）

取締役
（常務執行役員 東京支店長） 濱野 文彦 （顧問に就任予定）

取締役
（常務執行役員 東北支店災害対策
本部長）

水野 貴志 （専務執行役員 東北支店災害対策本
部長）

常勤監査役 渡辺 聡 （現 監査室長）

常勤監査役 深谷 靖治 （現 内部統制部長）

監査役 室井 優 （現 弁護士）

常勤監査役 鈴木 達夫 （顧問に就任予定）

常勤監査役 久光 繁行 （顧問に就任予定）

監査役 橋本 基一
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③ 役員一覧表（平成23年６月29日付予定） 

 
(注) 監査役のうち、北村信彦、牧恒雄、室井優の三氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

  

氏名
新役職

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

岡部 正嗣 代表取締役会長 代表取締役会長

磯 昭男
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）

香川 光治
代表取締役副社長
（執行役員副社長 社長補佐、経営企画・工
事・製品・技術部門管掌）

代表取締役副社長
（執行役員副社長 社長補佐、経営企画・工
事・製品・技術部門管掌）

圓尾 龍太
代表取締役
（専務執行役員 営業本部長、安全環境部門統
括）

代表取締役
（専務執行役員 営業本部長、安全環境部門統
括）

内山 仁
取締役
（専務執行役員 工事事業本部長、技術本部
長、安全環境部門担当）

取締役
（常務執行役員 工事事業本部長、安全環境部
門担当）

鈴木 完二
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、総務部長、関係
会社担当）

今枝 良三
取締役
（常務執行役員 製品事業本部長）

取締役
（執行役員 製品事業本部長）

藤原 幸夫
取締役
（常務執行役員 北関東支店長）

取締役
（執行役員 東北支店長）

勝又 和成
取締役
（執行役員 営業本部統括） （執行役員 営業本部 営業統括部長）

吉田 信男
取締役
（執行役員 管理本部 経理部長） （執行役員 管理本部 経理部長）

尾形 和衛
取締役
（執行役員 東京支店長） （執行役員 北関東支店長）

武川 秀也
取締役
（執行役員 関西支店長） （執行役員 関西支店長）

渡辺 聡 常勤監査役
（監査室長）

深谷 靖治 常勤監査役
（内部統制部長）

北村 信彦 監査役 監査役

牧 恒雄 監査役 監査役

室井 優 監査役
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④ 執行役員の異動（平成23年６月29日付予定） 

１．新任予定執行役員 

 
２．昇任予定執行役員 

 
３．退任予定執行役員 

 
  

執行役員
（技術部門担当） 岩瀧 清治 （現 顧問）

執行役員
（九州支店長） 髙田 博光 （現 九州支店長）

執行役員
（北海道支店長） 早川 浩 （現 北海道支店長）

執行役員
（中部支店長） 緑川 英二 （現 中部支店長）

専務執行役員
（取締役 工事事業本部長、技術本
部長、安全環境部門担当）

内山 仁 （現 取締役 常務執行役員 工事事業
本部長、安全環境部門担当）

専務執行役員
（東北支店災害対策本部長） 水野 貴志 （現 取締役 常務執行役員 東北支店

災害対策本部長）
常務執行役員
（取締役 製品事業本部長） 今枝 良三 （現 取締役 執行役員 製品事業本部

長）
常務執行役員
（取締役 北関東支店長） 藤原 幸夫 （現 取締役 執行役員 東北支店長）

現 専務執行役員
（取締役 技術部門担当） 小泉 光政

現 常務執行役員
（取締役 技術本部長） 遊佐 清壽

現 常務執行役員
（取締役 東京支店長） 濱野 文彦

現 執行役員
（技術部門担当） 山本 喜造

現 執行役員
（営業本部 第一営業部長） 斎藤 道彦

現 執行役員
（製品事業本部 製品部長） 新田 養一
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⑤ 執行役員一覧表（平成23年６月29日付予定） 

 
(注) 平成23年４月１日付で、執行役員の担当を次のとおり変更しております。 

氏名
新役職

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

磯 昭男
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）

香川 光治
執行役員副社長
（代表取締役副社長 社長補佐、経営企画・工

事・製品・技術部門管掌）

執行役員副社長
（代表取締役副社長 社長補佐、経営企画・工
事・製品・技術部門管掌）

圓尾 龍太
専務執行役員
（代表取締役 営業本部長、安全環境部門統
括）

専務執行役員
（代表取締役 営業本部長、安全環境部門統
括）

内山 仁
専務執行役員
（取締役 工事事業本部長、技術本部長、安全
環境部門担当）

常務執行役員
（取締役 工事事業本部長、安全環境部門担
当）

水野 貴志
専務執行役員
（東北支店災害対策本部長）

常務執行役員
（取締役 東北支店災害対策本部長）

石橋 文夫
常務執行役員
（東京支店 東京総合合材工場長）

常務執行役員
（東京支店 東京総合合材工場長）

鈴木 完二
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、総務部長、関係会社担
当）

服部 孝敬
常務執行役員
（中国支店長）

常務執行役員
（中国支店長）

今枝 良三
常務執行役員
（取締役 製品事業本部長）

執行役員
（取締役 製品事業本部長）

藤原 幸夫
常務執行役員
（取締役 北関東支店長）

執行役員
（取締役 東北支店長）

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
（取締役 営業本部統括）

執行役員
（営業本部 営業統括部長）

吉田 信男
執行役員
（取締役 管理本部 経理部長）

執行役員
（管理本部 経理部長）

尾形 和衛
執行役員
（取締役 東京支店長）

執行役員
（北関東支店長）

武川 秀也
執行役員
（取締役 関西支店長）

執行役員
（関西支店長）

安達 繁樹
執行役員
（西関東支店長）

執行役員
（西関東支店長）

鈴木 新次
執行役員
（北陸支店長）

執行役員
（北陸支店長）

岩瀧 清治
執行役員
（技術部門担当） （顧問）

髙田 博光
執行役員
（九州支店長） （九州支店長）

早川 浩
執行役員
（北海道支店長） （北海道支店長）

緑川 英二
執行役員
（中部支店長） （中部支店長）

常務執行役員 水野 貴志
（新担当）
（旧担当）

東北支店災害対策本部長
中部支店長

常務執行役員 服部 孝敬
（新担当）
（旧担当）

中国支店長
九州支店長

執行役員 安達 繁樹
（新担当）
（旧担当）

西関東支店長
中国支店長
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