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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 32,861 4.2 1,054 53.0 1,065 51.6 547 69.8
24年3月期 31,551 10.7 689 12.5 703 11.1 322 12.3

（注）包括利益 25年3月期 561百万円 （51.2％） 24年3月期 371百万円 （29.7％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 29.53 ― 10.8 4.7 3.2
24年3月期 17.40 ― 7.0 3.4 2.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 22,749 5,362 23.4 289.10
24年3月期 22,357 4,810 21.5 259.31

（参考） 自己資本   25年3月期  5,323百万円 24年3月期  4,810百万円

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

25年3月期 913 △322 △53 5,285
24年3月期 2,174 △53 △49 4,747

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 11.5 0.8
25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 6.8 0.7
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 9.0

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 12,250 △0.9 △140 ― △140 ― △115 ― △6.20
通期 32,400 △1.4 870 △17.5 870 △18.4 410 △25.2 22.10



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 詳細は、15ページ「４．連結財務諸表(５)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」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、30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会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 18,555,000 株 24年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 5,973 株 24年3月期 5,309 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 18,549,274 株 24年3月期 18,550,243 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 31,900 1.7 1,009 45.2 1,020 43.8 531 62.1
24年3月期 31,376 11.1 695 12.0 709 10.8 328 11.9

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

25年3月期 28.67 ―
24年3月期 17.69 ―

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

25年3月期 22,490 5,292 23.5 285.34
24年3月期 22,317 4,795 21.5 258.53

（参考） 自己資本 25年3月期  5,292百万円 24年3月期  4,795百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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財務諸表の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 
業績予想は、本資料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、決算短信(添付資料)の２ページをご覧下さい。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 12,000 0.0 △130 ― △111 ― △5.98
通期 31,500 △1.3 850 △16.7 400 △24.8 21.56
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな持ち直しの動き

が見られ、また年度後半には円高修正に伴う企業業績の回復期待などから株価も上昇基調となり、景気

回復の先行きに明るさも見えはじめてきたものの、円高にも関連した構造的なエネルギー問題や欧州債

務危機の再燃等により、過去 大の貿易赤字を記録するなど、引き続き不透明な状況で推移しました。

 道路建設業界におきましては、民間設備投資の回復の動きは弱いものの、震災復興需要の本格化とと

もに公共投資は前年を上回るなど、総じて堅調に推移しております。 

 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333億24百万円（前連結会計年度比6.5％増加）となりました。売上高は328億61

百万円（前連結会計年度比4.2％増加）、経常利益は10億65百万円（前連結会計年度比51.6％増加）、

当期純利益は５億47百万円（前連結会計年度比69.8％増加）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。なお、報告セグメントの利益は売上総利益の数値であ

ります。 

  

 【建設事業】 

建設事業におきましては、受注高は269億58百万円（前連結会計年度比5.1％増加）、完成工事高は

264億95百万円（前連結会計年度比2.3％増加）、セグメント利益は16億91百万円（前連結会計年度比

31.9％増加）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63億65百万円（前連結会計年度比12.5％増

加）、セグメント利益は13億５百万円（前連結会計年度比13.2％増加）となりました。 
  

次期の見通しといたしましては、震災復興需要の本格化や平成24年度大型補正予算の執行により、公

共投資は引き続き増加が見込まれる一方で、労務費や資機材価格高騰によるコスト上昇等の懸念材料は

あるものの、デフレ脱却に向けた財政・金融政策の実施と消費増税前の駆け込み需要が見込まれるな

ど、日本経済は上向き局面が続くものと予想されます。                      

このような状況を踏まえ、当社グループは、技術力やコスト競争力の向上と提案力の強化に努め、民

間分野と製造・販売事業の更なる拡大により、収益力の向上を図る所存であります。 

なお、平成26年３月期の通期見通しとしては、売上高324億円、営業利益８億70百万円、経常利益８

億70百万円、当期純利益４億10百万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

宮城県石巻市 石巻(鹿立浜・竹浜)地区防災集団移転宅地造成工事 宮城県

公益財団法人東京都道路整備保全公社 電線共同溝設置工事(24都道476－亀戸) 東京都

中日本高速道路株式会社 中央自動車道松本管内舗装補修工事(平成24年度) 山梨県～長野県

大阪府大阪市 夢洲３区区画道路舗装新設工事(その１－３) 大阪府

国土交通省九州地方整備局 筑紫野高架橋外橋面補修工事 福岡県

発注者 工事名 工事場所

東日本高速道路株式会社 東北自動車道北上管内舗装災害復旧工事 岩手県

国土交通省関東地方整備局 新４号古河地区改良舗装工事 茨城県

東京セキスイハイム株式会社 立川市幸町四丁目宅地造成工事 東京都

国土交通省近畿地方整備局 紀北東道路かつらぎ町域整備工事 和歌山県

国土交通省九州地方整備局 東九州道(県境～北川)家田地区舗装工事 宮崎県
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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３億91百万円増加して、227億49百万円と

なりました。 

流動資産は同４億48百万円増加の186億10百万円、固定資産は56百万円減少の41億38百万円となり

ました。 

資産の増加の主な要因は、現金預金の増加によるものであります。 

流動負債は同２億95百万円減少の154億40百万円、固定負債は同１億35百万円増加の19億46百万円

となりました。 

負債の減少の主な要因は、支払手形・工事未払金等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５億47百万円計上したこと等により、53億62百万円と

なりました。 

この結果、自己資本比率は23.4％となり、１株当たり純資産は289円10銭となっております。 

  

営業活動では、税金等調整前当期純利益の計上により９億13百万円の資金の増加（前連結会計年度

21億74百万円の資金の増加）となりました。 

投資活動では、有形固定資産の取得による支出等により３億22百万円の資金の減少（前連結会計年

度53百万円の資金の減少）となりました。 

また、財務活動では、配当金の支払等により53百万円の資金の減少（前連結会計年度49百万円の資

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、５億37百万円増加し、52億85百万円（前連結会

計年度比11.3％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。 

４．第64期の「債務償還年数（年）」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」は、営業キャッシュ・フローがマ

イナスのため、記載を省略しております。 

  

（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63期
平成22年3月

第64期
平成23年3月

第65期
平成24年3月

第66期
平成25年3月

自己資本比率 (％) 21.2 23.7 21.5 23.4

時価ベースの自己資本比率 (％) 8.7 13.7 15.5 15.8

債務償還年数 (年) 0.0 ― 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 24.8 ― 1,145.0 1,065.4

※ 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。 

⑤ 自然災害のリスク 

当社グループの事務所や工場所在地を含む地域で大規模な地震、津波、風水害等の自然災害が発

生し事業継続に深刻な支障をきたした場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（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

三井住建道路㈱(1776)　平成25年３月期　決算短信

－4－



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セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 なお、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。 

  

 

  

(注) 当連結会計年度において、当社は雁部建設㈱の株式を取得したことにより、同社を連結子会社としておりま

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㈱、三道工業㈱、雁

部建設㈱
       （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 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、緩やかな成長を図りつつ、売上高経常利益率３％の確保を中期的目標として掲げ、

企業価値向上に努めてまいります。 

  

当社グループを取り巻く市場環境は、社会インフラの維持保全ニーズの高まりを背景に防災・減災等

の公共投資の増加が見込まれることに加え、新政権、日銀によるデフレ脱却への財政・金融政策等も相

まって、景気回復への動きが加速されることが期待されます。 

このような環境下、当社グループは、「前中期経営計画(23/３期～25/３期)」で進めてきました『受

注構造の変革』と『収益構造の改革』を土台に、安定した企業体質の確立をめざし、セカンドステージ

として新たに『強靭な企業体質の創造』を掲げ本年４月、「新中期経営計画(26/３期～28/３期)」を策

定致しました。 

本計画は、景気の動向に左右されずに事業量の確保と質の向上を図るとともに、需要に即応した生産

設備の維持・増強を図り、収益構造改革をさらに深化させる一方、「三方よし」のサービスを営業精神

とし、提案型・地域密着型営業を推進するものであります。また、太陽光発電事業への参画をはじめと

する新規領域への事業拡大をめざすなど、将来を見据えた成長戦略を展開してまいります。これら諸施

策を着実に実践することにより、収益力の向上と強固な財務基盤を構築し、「安定かつ持続可能な経営

基盤の確立」に努めてまいります。 

また、当社グループが長期継続的に成長するためには、事業を支える人材が必要であり、マネージメ

ント教育をはじめとした社員教育を充実させ、当社グループの成長とともに、当社グループ社員も成長

できる企業体質の確立を図ってまいります。 

  

「新中期経営計画」に掲げた諸施策を着実に実行し、「強靭な企業体質の創造」を図ることが、企業

が生き残り、成長を続けるために必要と考えております。 

また、企業市民として、全社総力を挙げて震災復興支援に尽力することはもとより、安全・品質の確

保や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充実

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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※1 4,747 5,290

受取手形・完成工事未収入金等 ※1, ※3 12,104 ※3 11,985

販売用不動産 2 2

未成工事支出金 ※4 889 ※4 883

材料貯蔵品 130 120

繰延税金資産 157 222

その他 151 ※1 117

貸倒引当金 △20 △11

流動資産合計 18,161 18,610

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 2,883 ※1 2,901

機械及び装置 4,902 4,750

土地 ※1, ※2 2,479 ※1, ※2 2,485

建設仮勘定 1 －

その他 355 374

減価償却累計額 △6,828 △6,738

有形固定資産合計 3,793 3,774

無形固定資産 178 168

投資その他の資産

破産更生債権等 28 25

繰延税金資産 31 6

その他 ※1 215 ※1 210

貸倒引当金 △51 △46

投資その他の資産合計 223 195

固定資産合計 4,195 4,138

資産合計 22,357 22,749
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 13,297 ※3 12,644

未払法人税等 381 530

未成工事受入金 973 910

完成工事補償引当金 25 31

賞与引当金 2 7

工事損失引当金 ※4 55 ※4 62

資産除去債務 5 1

その他 995 1,252

流動負債合計 15,736 15,440

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※2 335 ※2 335

退職給付引当金 1,377 1,510

資産除去債務 71 72

その他 26 27

固定負債合計 1,810 1,946

負債合計 17,547 17,387

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 1,839 2,350

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,710 5,220

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 4

土地再評価差額金 ※2 97 ※2 97

その他の包括利益累計額合計 99 102

少数株主持分 － 39

純資産合計 4,810 5,362

負債純資産合計 22,357 22,749
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 31,551 32,861

売上原価 ※1 29,115 ※1 29,864

売上総利益 2,436 2,996

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,746 ※2, ※3 1,941

営業利益 689 1,054

営業外収益

受取利息 1 2

受取地代家賃 2 2

消費税等還付加算金 4 －

貸倒引当金戻入額 10 8

雇用調整助成金 － 2

その他 10 8

営業外収益合計 29 25

営業外費用

支払利息 1 0

支払保証料 12 12

その他 1 1

営業外費用合計 15 14

経常利益 703 1,065

特別利益

固定資産売却益 ※4 7 ※4 6

投資有価証券清算益 － 2

特別利益合計 7 9

特別損失

固定資産売却損 ※5 4 －

固定資産除却損 ※6 10 ※6 7

特別損失合計 15 7

税金等調整前当期純利益 695 1,067

法人税、住民税及び事業税 422 549

法人税等調整額 △49 △41

法人税等合計 372 508

少数株主損益調整前当期純利益 322 558

少数株主利益 － 11

当期純利益 322 547
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 322 558

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 2

土地再評価差額金 47 －

その他の包括利益合計 ※1 48 ※1 2

包括利益 371 561

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 371 550

少数株主に係る包括利益 － 11
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 1,463 1,839

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 322 547

土地再評価差額金の取崩 90 －

当期変動額合計 375 510

当期末残高 1,839 2,350

自己株式

当期首残高 △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

当期首残高 4,334 4,710

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 322 547

土地再評価差額金の取崩 90 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 375 510

当期末残高 4,710 5,220
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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

当期首残高 1 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 2

当期変動額合計 0 2

当期末残高 2 4

土地再評価差額金

当期首残高 140 97

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 －

当期変動額合計 △42 －

当期末残高 97 97

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 141 99

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 2

当期変動額合計 △41 2

当期末残高 99 102

少数株主持分

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 39

当期変動額合計 － 39

当期末残高 － 39

純資産合計

当期首残高 4,476 4,810

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 322 547

土地再評価差額金の取崩 90 －

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） △41 41

当期変動額合計 333 552

当期末残高 4,810 5,362
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 695 1,067

減価償却費 305 286

のれん償却額 － 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72 133

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） 13 6

工事損失引当金の増減額（△は減少） △12 7

受取利息及び受取配当金 △1 △3

支払利息 1 0

有形固定資産売却損益（△は益） △3 △6

固定資産除却損 10 7

投資有価証券清算益 － △2

売上債権の増減額（△は増加） △1,485 237

たな卸資産の増減額（△は増加） △152 26

その他の流動資産の増減額（△は増加） 222 45

その他の固定資産の増減額（△は増加） 10 9

仕入債務の増減額（△は減少） 2,392 △730

未成工事受入金の増減額（△は減少） 126 △86

その他の流動負債の増減額（△は減少） 204 329

その他 2 0

小計 2,376 1,323

利息及び配当金の受取額 1 3

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △200 △411

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,174 913

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △3

定期積金の預入による支出 － △3

定期積金の払戻による収入 － 3

有形固定資産の取得による支出 △265 △309

有形固定資産の売却による収入 253 16

有形固定資産の除却による支出 △12 △3

投資有価証券の清算による収入 － 3

資産除去債務の履行による支出 － △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ ※2 8

その他 △28 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △53 △322

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 △12 △16

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △36 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △49 △53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,072 537

現金及び現金同等物の期首残高 2,675 4,747

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,747 ※1 5,285
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  該当事項はありません。 

                           

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、三道工業㈱、雁部建設㈱の２社であります。 

当連結会計年度において、雁部建設㈱の株式を取得したため、同社を連結の範囲に含めております。
  
２ 持分法の適用に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
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。 
  
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) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   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) 

 (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 

   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。 

   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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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 (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。 

   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。 

   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。 

   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。 

   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。 

 (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、6,367百万円であります。 

 (5) 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。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ７百万円増加しております。 

  

 (1) 概要 

 本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及

び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に

改正されたものです。 

 (2) 適用予定日 

 平成26年３月期の期末より適用予定です。 

 ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首より適用

予定です。 

 (3) 当該会計基準等の適用による影響 

 影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。 

  

(会計方針の変更)

 減価償却方法の変更

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日)及び「退職給付に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日)
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※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。 

   
 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。 

   
  （上記資産に対応する債務） 

   
 上記資産については、期中の銀行借入取引のため担保に供しております。 

 なお、建物及び構築物並びに土地に対しては、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 「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 

 
  
※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。 

      なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日

に決済が行われたものとして処理しております。 

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 有価証券 ―百万円 9百万円

 その他(投資有価証券) 9 ―

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 現金預金 45百万円 ―百万円

 受取手形・完成工事 
 未収入金等(受取手形)

220 ―

 建物及び構築物 410 409

 土地 2,027 2,027

 その他(投資有価証券) 9 12

 計 2,713 2,450

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 短期借入金 ―百万円 ―百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△689百万円 △698百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 受取手形 149百万円 136百万円

 支払手形 ―   9
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※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。 

   工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額は、次のとおりであります。 

 
  

※１ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

 
  
※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。 

 
  
※３ 研究開発費 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

   
 なお、前連結会計年度及び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 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

 
  
※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

19百万円 45百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

48百万円 61百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 従業員給料手当 924百万円 965百万円

 退職給付費用 79 79

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

62百万円 68百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 機械及び装置 6百万円 6百万円

 土地 1 ―

 その他 0 0

 計 7 6

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 建物及び構築物 1百万円 ―百万円

 土地 3 ―

 その他 0 ―

 計 4 ―
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※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 
   

 
  

 
  

 
  

    該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 建物及び構築物 7百万円 3百万円

 機械及び装置 1 4

 その他 0 0

 無形固定資産(ソフトウエア) 1 ―

 計 10 7

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 1百万円 3百万円

 組替調整額 ― ―

  税効果調整前 1 3

  税効果額 △0 △1

  その他有価証券評価差額金 0 2

土地再評価差額金

 税効果額 47 ―

 その他の包括利益合計 48 2

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式   (株) 4,615 694 ― 5,309

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）

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月26日
取締役会

普通株式 37 2.0 平成23年３月31日 平成23年６月30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24年５月24日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成24年３月31日 平成24年６月29日

三井住建道路㈱(1776)　平成25年３月期　決算短信

－18－



  

   

   

    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。 

 
  

※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は、次のとお

りであります。 

 
  

※２ 株式の取得により新たに雁部建設株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに同社株式の取得価額と同社取得による収入（純額）との関係は、次のとおりであります。 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式   (株) 5,309 664 ― 5,973

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）

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成24年５月24日
取締役会

普通株式 37 2.0 平成24年３月31日 平成24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25年５月27日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成25年３月31日 平成25年６月28日

(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 現金預金 4,747百万円 5,290百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 3

預入期間が３ヶ月を超える定期積金 ― 1

 現金及び現金同等物 4,747 5,285

 百万円

流動資産 178

固定資産 8

のれん 5

流動負債 △127

少数株主持分 △28

雁部建設株式会社株式の取得価額 35

雁部建設株式会社現金及び現金同等物 △44

 差引：雁部建設株式会社取得による収入 8
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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ならびに管理体制 

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。 

  
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合は合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる
前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

  
２．金融商品の時価等に関する事項 

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。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。 

  
   前連結会計年度(平成24年３月31日) 

                                   (単位：百万円) 

 
  
   当連結会計年度(平成25年３月31日) 

                                   (単位：百万円) 

   

(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 4,747 4,747 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 12,104 12,104 ―

(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 12 12 ―

資  産  計 16,874 16,874 0

(1) 支払手形・工事未払金等 13,297 13,297 ―

(2) 未払法人税等 381 381 ―

負  債  計 13,679 13,679 ―

連結貸借対照表
計上額

時 価 差  額

(1) 現金預金 5,290 5,290 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 11,985 11,985 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

 ① 満期保有目的の債券 9 9 0

  ② その他有価証券 17 17 ―

資  産  計 17,303 17,303 0

(1) 支払手形・工事未払金等 12,644 12,644 ―

(2) 未払法人税等 530 530 ―

負  債  計 13,175 13,175 ―
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   (注1) 金融商品の時価の算定方法なら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)有価証券及び投資有価証券 

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、保有目的ごとの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。 
  

    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の連結貸借対照表計上額 

                                   (単位：百万円) 

 
  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後の償還予定額 

  

     前連結会計年度(平成24年３月31日) 

                                   (単位：百万円) 

 
  

     当連結会計年度(平成25年３月31日) 

                                   (単位：百万円) 

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

非上場株式 15 14

１年以内
１年超

 ５年以内
５年超 

 10年以内
10年超

預金 4,731 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 12,104 ― ― ―

投資有価証券

 満期保有目的の債券（国債） ― 9 ― ―

合計 16,835 9 ― ―

１年以内
１年超

 ５年以内
５年超 

 10年以内
10年超

預金 5,282 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 11,985 ― ― ―

有価証券

 満期保有目的の債券（国債） 9 ― ― ―

合計 17,278 ― ― ―
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前連結会計年度(平成24年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(平成25年３月31日) 

(有価証券関係)

 

 

  １ 満期保有目的の債券
(単位：百万円)

種類 連結貸借対照表計上額 時価 差額

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
(単位：百万円)

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

 株式 9 12 3

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 9 12 3

  

 

 

  １ 満期保有目的の債券
(単位：百万円)

種類 連結貸借対照表計上額 時価 差額

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
(単位：百万円)

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

 株式 10 17 6

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 10 17 6
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  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。 

  

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。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
(単位：百万円)

 
(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 
(単位：百万円)

 
(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 

 
  

(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。 

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

(1) 退職給付債務 △1,801 △2,203

(2) 未積立退職給付債務 △1,801 △2,203

(3) 会計基準変更時差異の未処理額 236 157

(4) 未認識数理計算上の差異 187 534

(5) 連結貸借対照表計上額純額 

  ((2)＋(3)＋(4))
△1,377 △1,510

(6) 退職給付引当金 △1,377 △1,510

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(1) 勤務費用 92 90

(2) 利息費用 36 35

(3) 会計基準変更時差異の費用処理額 78 78

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 59 46

(5) 退職給付費用((1)＋(2)＋(3)＋(4)) 268 251

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

2.0％ 1.0％
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  前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 

  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  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。 

  

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 

 
  

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 

 
  

(ストック・オプション等関係)

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

繰延税金資産

 貸倒引当金 5百万円 6百万円

 退職給付引当金 494 539

 販売用不動産評価減 14 14

 繰越欠損金 5 ―

 その他 313 361

繰延税金資産小計 833 922

評価性引当額 △637 △686

繰延税金資産合計 195 235

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 1 2

 資産除去債務に対応する除去費用 5 4

繰延税金負債合計 6 6

繰延税金資産の純額 189 228

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

1.8 1.5

 住民税均等割 4.9 3.4

 税率変更による期末繰延税金資産 
 の減額修正

2.0 ―

 税額控除 △0.7 △0.5

 評価性引当額 6.0 4.8

 その他 △1.1 0.4

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

53.6％ 47.6％
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 １．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

   被取得企業の名称  雁部建設㈱ 

   事業の内容     建設業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

雁部建設㈱は昭和62年の設立以来、東北地方で建設業を営んでおります。同地域において、地

元に密着した企業へ資本参加することで、長期に亘る震災復旧・復興事業への取り組みをより強

化できるものと判断し、本企業結合を実施しました。 

(3) 企業結合日 

   平成24年４月２日 

(4) 企業結合の法的形式 

   現金を対価とする株式取得 

(5) 結合後企業の名称 

   名称に変更はありません。 

(6) 取得した議決権比率 

   企業結合直前に所有していた議決権比率  0％ 

   取得後の議決権比率                51.67％ 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

   当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。 

  

 ２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

  

  前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 
  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 
  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

   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。  

(企業結合等関係)

  取得による企業結合

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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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、経営者が

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

ます。 

当社は、工事施工・製品販売などに応じて組織された部署を本店に置き、各部署は各事業に関する

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は「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おります。 

「建設事業」は、舗装工事、土木工事及び建築工事等の施工を行っております。「製造・販売事

業」は、建設用資材の製造・販売を行っております。 
  
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

る記載と同一であります。報告セグメントの利益は、連結損益計算書の売上総利益ベースの数値であ

ります。セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に製造原価に基づいております。 
  

（減価償却方法の変更） 

「会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。 

これにより、「建設業」のセグメント利益が０百万円、「製造・販売事業」のセグメント利益が６

百万円それぞれ増加しております。 
  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １ 「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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ 調整額は、以下のとおりであります。 
 (1)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△0百万円、全社資産6,049百万円であります。全社資産

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。 
 (2)減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用30百万円であります。 
 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産133百万円であり

ます。 

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額建設事業

製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 25,893 5,657 31,551 ― 31,551 ― 31,551

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,960 1,960 ― 1,960 △1,960 ―

計 25,893 7,617 33,511 ― 33,511 △1,960 31,551

セグメント利益 1,282 1,153 2,436 ― 2,436 ― 2,436

セグメント資産 11,721 4,584 16,306 2 16,308 6,049 22,357

その他の項目

  減価償却費 84 190 275 ― 275 30 305

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

216 165 382 ― 382 133 515
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
(注) １ 「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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ 調整額は、以下のとおりであります。 
 (1)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△0百万円、全社資産6,440百万円であります。全社資産

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。 
 (2)減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用49百万円であります。 
 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産29百万円でありま

す。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

    セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。 
  

 (１)売上高 

     本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 
  

 (２)有形固定資産 

     本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

 
  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額建設事業

製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 26,495 6,365 32,861 ― 32,861 ― 32,861

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 2,374 2,374 ― 2,374 △2,374 ―

計 26,495 8,739 35,235 ― 35,235 △2,374 32,861

セグメント利益 1,691 1,305 2,996 ― 2,996 ― 2,996

セグメント資産 11,124 5,181 16,306 2 16,308 6,440 22,749

その他の項目

  減価償却費 83 153 236 ― 236 49 286

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

69 166 235 ― 235 29 265

(関連情報)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

３．主要な顧客ごとの情報
(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 4,444 建設事業

中日本高速道路株式会社 3,866 建設事業
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

    セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。 
  

 (１)売上高 

     本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 
  

 (２)有形固定資産 

     本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

   該当事項はありません。 

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

３．主要な顧客ごとの情報
(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 2,886 建設事業

東日本高速道路株式会社 2,134 建設事業

(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)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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  前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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） 

  

  当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25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 

   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。 

  
 (注) 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 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 
中央区

12,003 建設業
(被所有)

直接 53.7

工事の請負
舗装工事等
の請負

1,913

受取手形・
完成工事未
収入金等

856

未成工事
受入金

22

資金の貸付

資金の貸付
(注２)

500 ― ―

受取利息
(注２)

0 ― ―

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
(被所有)

直接 53.7
工事の請負

舗装工事等
の請負

2,100

受取手形・
完成工事未
収入金等

1,097

未成工事
受入金

21
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がありませんので記載しておりません。 

  

  該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 259.31円 289.10円

 (算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円) 4,810 5,362

普通株式に係る純資産額 (百万円) 4,810 5,362

普通株式の発行済株式数 (株) 18,555,000 18,555,000

普通株式の自己株式数 (株) 5,309 5,973

１株当たり純資産額の算定に用 
いられた普通株式の数

(株) 18,549,691 18,549,027

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 17.40円 29.53円

 (算定上の基礎)

当期純利益 (百万円) 322 547

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 322 547

普通株式の期中平均株式数 (株) 18,550,243 18,549,274

(重要な後発事象)
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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

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日) 前年同期比(％)

建設事業(百万円) 26,958 5.1

製造・販売事業(百万円) 6,365 12.5

合計 33,324 6.5

（２）売上実績

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日) 前年同期比(％)

建設事業(百万円) 26,495 2.3

製造・販売事業(百万円) 6,365 12.5

合計 32,861 4.2

会計年度 相手先 金額(百万円) 割合(％)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

国土交通省 4,444 14.1

中日本高速道路株式会社 3,866 12.3

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

国土交通省 2,886 8.8

東日本高速道路株式会社 2,134 6.5
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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24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※2 4,668 5,054

受取手形 ※1, ※2, ※4 2,210 ※1, ※4 2,973

完成工事未収入金 ※1 8,553 ※1 7,474

売掛金 ※1 1,361 ※1 1,435

有価証券 － ※2 9

販売用不動産 2 2

未成工事支出金 ※5 889 ※5 922

材料貯蔵品 130 120

繰延税金資産 157 222

その他 148 102

貸倒引当金 △20 △11

流動資産合計 18,101 18,306

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 1,935 ※2 1,948

減価償却累計額 △1,196 △1,251

建物（純額） 738 696

構築物 ※2 948 ※2 951

減価償却累計額 △669 △702

構築物（純額） 278 249

機械及び装置 4,902 4,742

減価償却累計額 △4,646 △4,442

機械及び装置（純額） 255 300

車両運搬具 22 21

減価償却累計額 △21 △21

車両運搬具（純額） 1 0

工具器具・備品 332 333

減価償却累計額 △294 △296

工具器具・備品（純額） 38 37

土地 ※2, ※3 2,479 ※2, ※3 2,479

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 3,793 3,763

無形固定資産

借地権 22 22

ソフトウエア 29 115

その他 125 29

無形固定資産合計 178 167

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 38 ※2 31

関係会社株式 20 56

従業員に対する長期貸付金 23 25

破産更生債権等 28 25

繰延税金資産 31 6

その他 153 152

貸倒引当金 △51 △46

投資その他の資産合計 243 252

固定資産合計 4,216 4,184

資産合計 22,317 22,490
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 6,771 ※4 5,774

工事未払金 5,016 5,036

買掛金 1,508 1,699

未払金 514 487

未払費用 276 397

未払法人税等 381 517

未成工事受入金 973 905

預り金 123 298

完成工事補償引当金 25 31

工事損失引当金 ※5 55 ※5 62

資産除去債務 5 1

その他 66 48

流動負債合計 15,717 15,258

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※3 335 ※3 335

退職給付引当金 1,371 1,503

資産除去債務 71 72

その他 26 27

固定負債合計 1,804 1,938

負債合計 17,521 17,197

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 541 541

その他資本剰余金 1,000 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 1,739 2,234

利益剰余金合計 1,825 2,319

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,695 5,190

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 4

土地再評価差額金 ※3 97 ※3 97

評価・換算差額等合計 99 102

純資産合計 4,795 5,292

負債純資産合計 22,317 22,490
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

売上高

完成工事高 25,712 25,521

製品売上高 5,663 6,378

売上高合計 31,376 31,900

売上原価

完成工事原価 ※2 24,456 ※2 23,963

製品売上原価 4,508 5,069

売上原価合計 28,964 29,033

売上総利益

完成工事総利益 1,256 1,557

製品売上総利益 1,155 1,309

売上総利益合計 2,411 2,867

販売費及び一般管理費

役員報酬 44 58

従業員給料手当 914 948

退職給付費用 79 78

法定福利費 147 160

福利厚生費 25 30

修繕維持費 1 12

事務用品費 42 58

通信交通費 147 166

動力用水光熱費 6 7

調査研究費 82 88

広告宣伝費 5 6

貸倒引当金繰入額 10 1

交際費 11 13

寄付金 1 1

地代家賃 61 71

減価償却費 22 31

租税公課 37 40

保険料 14 15

雑費 57 64

販売費及び一般管理費合計 ※3 1,716 ※3 1,857

営業利益 695 1,009
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

営業外収益

受取利息 ※1 1 2

受取地代家賃 3 3

消費税等還付加算金 4 －

貸倒引当金戻入額 10 8

その他 10 8

営業外収益合計 29 23

営業外費用

支払利息 1 0

支払保証料 11 10

その他 1 1

営業外費用合計 15 12

経常利益 709 1,020

特別利益

固定資産売却益 ※4 7 ※4 6

投資有価証券清算益 － 2

関係会社清算益 1 －

特別利益合計 8 9

特別損失

固定資産売却損 ※5 4 －

固定資産除却損 ※6 10 ※6 7

特別損失合計 15 7

税引前当期純利益 702 1,021

法人税、住民税及び事業税 422 531

法人税等調整額 △47 △41

法人税等合計 374 489

当期純利益 328 531
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 541 541

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 541 541

その他資本剰余金

当期首残高 1,000 1,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金合計

当期首残高 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

利益準備金

当期首残高 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

当期首残高 1,358 1,739

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 328 531

土地再評価差額金の取崩 90 －

当期変動額合計 381 494

当期末残高 1,739 2,234

利益剰余金合計

当期首残高 1,444 1,825

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 328 531

土地再評価差額金の取崩 90 －

当期変動額合計 381 494

当期末残高 1,825 2,319
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △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

当期首残高 4,314 4,695

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 328 531

土地再評価差額金の取崩 90 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 381 494

当期末残高 4,695 5,190

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 1 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 2

当期変動額合計 0 2

当期末残高 2 4

土地再評価差額金

当期首残高 140 97

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 －

当期変動額合計 △42 －

当期末残高 97 97

評価・換算差額等合計

当期首残高 141 99

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 2

当期変動額合計 △41 2

当期末残高 99 102

純資産合計

当期首残高 4,456 4,795

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 328 531

土地再評価差額金の取崩 90 －

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） △41 2

当期変動額合計 339 497

当期末残高 4,795 5,292
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  該当事項はありません。 
  

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 
    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) 

    時価のないもの 
 移動平均法による原価法 

  
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) 
  
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 

 (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。 

 (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。 

  
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。 

 (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。 

 (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。 

 (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）個別財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(重要な会計方針)
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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、6,178百万円であります。 

  

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。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

７百万円増加しております。 

(会計方針の変更)

 減価償却方法の変更
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※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。 

 
  

※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。 

 
  
 (2) 下記の資産は、借入金の担保に供しております。 

 
  
  （上記資産に対応する債務） 

 
  

 上記資産については、期中の銀行借入取引のため担保に供しております。 

 なお、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 

 
  

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

 受取手形 6百万円 52百万円

 完成工事未収入金 892 1,077

 売掛金 0 10

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

 有価証券 ―百万円 9百万円

 投資有価証券 9 ―

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

 現金預金 45百万円 ―百万円

 受取手形 220 ―

 建物 327 312

 構築物 83 97

 土地 2,027 2,027

 投資有価証券 9 12

 計 2,713 2,450

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

 短期借入金 ―百万円 ―百万円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△689百万円 △698百万円
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※４ 事業年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

      なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形を満期日に決済が

行われたものとして処理しております。 

 
  

※５ 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。 

   工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額は、次のとおりであります。 

 
  

※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。 

 
  

※２ 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

 
  

※３ 研究開発費 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

   
 なお、前事業年度及び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 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

 受取手形 149百万円 136百万円

 支払手形 ― 0

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

19百万円 45百万円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 受取利息 0百万円 ―百万円

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

48百万円 61百万円

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

62百万円 68百万円

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 機械及び装置 6百万円 6百万円

 車両運搬具 0 0

 土地 1 ―

 計 7 6

三井住建道路㈱(1776)　平成25年３月期　決算短信

－41－



  
※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

 
  

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 建物 1百万円 ―百万円

 構築物 0 ―

 工具器具・備品 0 ―

 土地 3 ―

 計 4 ―

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 建物 7百万円 3百万円

 構築物 0 0

 機械及び装置 1 4

 車両運搬具 ― 0

 工具器具・備品 0 0

 ソフトウエア 1 ―

 計 10 7

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式  (株) 4,615 694 ― 5,309

当事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式  (株) 5,309 664 ― 5,973
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当事業年度

 (自 平成24年４月１日

至 平成25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 7,680 89.2 6,207 74.2 △1,472 △19.2

繰 部 コンクリート舗装工事 163 1.9 361 4.3 197 120.8

越 門 土木工事 770 8.9 1,795 21.5 1,025 133.1

高 合計 8,614 100.0 8,364 100.0 △249 △2.9

工 アスファルト舗装工事 19,948 64.1 19,663 61.4 △285 △1.4

受 事 コンクリート舗装工事 1,184 3.8 1,475 4.6 290 24.5

注 部 土木工事 4,330 13.9 4,497 14.1 166 3.9

高 門 計 25,463 81.8 25,635 80.1 172 0.7

製品部門等 5,663 18.2 6,378 19.9 715 12.6

合計 31,127 100.0 32,014 100.0 887 2.9

工 アスファルト舗装工事 21,421 68.3 19,448 61.0 △1,972 △9.2

売 事 コンクリート舗装工事 986 3.1 1,471 4.6 484 49.1

上 部 土木工事 3,304 10.5 4,601 14.4 1,297 39.2

高 門 計 25,712 81.9 25,521 80.0 △191 △0.7

製品部門等 5,663 18.1 6,378 20.0 715 12.6

合計 31,376 100.0 31,900 100.0 523 1.7

次 工

期 事 アスファルト舗装工事 6,207 74.2 6,422 75.7 214 3.5

繰 部 コンクリート舗装工事 361 4.3 365 4.3 4 1.2

越 門 土木工事 1,795 21.5 1,691 20.0 △104 △5.8

高 合計 8,364 100.0 8,479 100.0 114 1.4
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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23年４月１日

至 平成24年３月31日)

当事業年度

 (自 平成24年４月１日

至 平成25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 6,516 75.6 5,983 71.5 △533 △8.2

繰

越 民     間 2,097 24.4 2,381 28.5 283 13.5

高 計 8,614 100.0 8,364 100.0 △249 △2.9

受 官  公  庁 12,794 50.2 8,417 32.8 △4,377 △34.2

注

高 民     間 12,669 49.8 17,218 67.2 4,549 35.9

計 25,463 100.0 25,635 100.0 172 0.7

完

成 官  公  庁 13,327 51.8 10,545 41.3 △2,782 △20.9

工

事 民     間 12,385 48.2 14,976 58.7 2,590 20.9

高 計 25,712 100.0 25,521 100.0 △191 △0.7

次

期 官  公  庁 5,983 71.5 3,854 45.5 △2,128 △35.6

繰

越 民     間 2,381 28.5 4,624 54.5 2,242 94.2

高 計 8,364 100.0 8,479 100.0 114 1.4
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８．役員の異動

 役員の異動につきましては、平成25年２月28日、「役員の異動に関するお知らせ」にて発表し

ております。

 なお、開示すべき事項が発生した際には、適切に開示いたします。

            以 上
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