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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

　

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 104,116 △4.2 9,375 21.2 9,721 20.0 7,953 △32.1

2020年３月期第２四半期 108,703 10.8 7,737 38.8 8,099 35.3 11,705 202.6

(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 8,166百万円 (△23.8％) 2020年３月期第２四半期10,723百万円 ( 81.3％)

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第２四半期 96.50 －

2020年３月期第２四半期 136.70 －
　
（２）連結財政状態

　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 203,460 152,870 74.5

2020年３月期 264,080 206,889 77.7

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期151,567 百万円 2020年３月期205,299 百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － － － 100.00 750.00

2021年３月期 － －

2021年３月期(予想) － － －

(注) １ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２ 2020年３月期の配当には、上記のほかに四半期末以外を基準日とする配当があります。詳細は、後述の「四半期末以外を基準日とす

る配当金の内訳」をご覧ください。

３ 当社は、定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 228,000 △4.1 18,400 △6.0 18,600 △6.4 11,500 △38.9 139.53

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 89,159,453株 2020年３月期 89,159,453株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 6,739,928株 2020年３月期 6,739,344株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 82,419,879株 2020年３月期２Ｑ 85,629,062株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。



四半期末以外を基準日とする配当金の内訳

2020年３月期の配当のうち、四半期末以外を基準日とする配当金の内訳は以下のとおりであります。

基準日 2020年３月６日 合計

１株当たり配当金 650円00銭 650円00銭
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間の当グループを取り巻く環境は、公共投資は堅調に推移しているものの、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により、企業収益は大幅な減少が続いており、企業の設備投資は弱い動きとなっており

ます。また、原油価格など原材料価格の動向は先行き不透明であり、依然として厳しい状況で推移しました。

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受注工事高の確保に努め、製造・販売事業においては、

建設廃棄物のリサイクルなどの循環型事業に継続的に取り組むことにより、販売数量の確保及び採算性の維持に努

めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は1,041億１千６百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益は93億７千５百万

円（前年同期比21.2％増）となりました。また、経常利益は97億２千１百万円（前年同期比20.0％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は79億５千３百万円（前年同期比32.1％減）となりました。

なお、当グループは、連結会計年度の売上高における下半期の売上高の割合が大きくなるといった季節的変動が

あります。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（建設事業）

建設事業の当第２四半期連結累計期間の受注工事高は826億６千２百万円（前年同期比1.5％増）、完成工事高は

711億５千３百万円（前年同期比5.3％減）となり、営業利益は56億１千１百万円（前年同期比2.6％減）となりまし

た。

（製造・販売事業）

製造・販売事業の当第２四半期連結累計期間のアスファルト合材及びその他製品売上高は326億７千３百万円（前

年同期比1.8％減）となり、営業利益は61億７千１百万円（前年同期比34.7％増）となりました。

（その他）

当第２四半期連結累計期間のその他売上高は２億８千９百万円（前年同期比6.4％減）となり、営業利益は１億１

千７百万円（前年同期比163.5％増）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ595億７千８百万円減少し、853億３千８百万円となりました。これは主に、

配当金の支払いにより現金預金が減少したこと及び回収により受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによ

るものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億４千２百万円減少し、1,181億２千２百万円となりました。これは主

に、売却により投資有価証券が減少したこと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606億２千万円減少し、2,034億６千万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ70億９千２百万円減少し、432億６千７百万円となりました。これは主に、

支払いにより支払手形・工事未払金等が減少したこと及び納税により未払法人税等が減少したことによるものであ

ります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億９千１百万円増加し、73億２千２百万円となりました。これは主に、

繰延税金負債が増加したこと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66億１百万円減少し、505億８千９百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ540億１千９百万円減少し、1,528億７千万円となりました。これは主に、

配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少によるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想については、2020年５月22日公表の業績予想と変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大が、現時点における当グループの業績に与える影響は軽微でありますが、

先行きについては不透明であり、今後、業績予想の修正が生じる場合には速やかにお知らせいたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 78,847 37,029

受取手形・完成工事未収入金等 50,006 37,088

有価証券 3,230 30

未成工事支出金等 7,240 10,174

その他 5,653 1,064

貸倒引当金 △61 △49

流動資産合計 144,916 85,338

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 17,319 17,409

機械・運搬具（純額） 13,568 13,525

土地 55,955 56,150

その他（純額） 1,561 2,446

有形固定資産合計 88,404 89,532

無形固定資産 1,218 1,038

投資その他の資産

投資有価証券 21,303 19,084

退職給付に係る資産 6,284 6,631

その他 1,953 1,834

投資その他の資産合計 29,541 27,550

固定資産合計 119,164 118,122

資産合計 264,080 203,460

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 28,406 22,681

未払法人税等 4,590 3,105

未成工事受入金 4,337 6,680

賞与引当金 3,198 3,301

引当金 365 256

その他 9,461 7,242

流動負債合計 50,359 43,267

固定負債

退職給付に係る負債 4,422 4,527

独占禁止法関連損失引当金 64 64

その他 2,344 2,730

固定負債合計 6,830 7,322

負債合計 57,190 50,589
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 19,350 19,350

資本剰余金 23,273 23,273

利益剰余金 170,886 117,025

自己株式 △10,041 △10,042

株主資本合計 203,469 149,606

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,678 4,560

為替換算調整勘定 △129 △98

退職給付に係る調整累計額 △2,718 △2,500

その他の包括利益累計額合計 1,830 1,961

非支配株主持分 1,590 1,302

純資産合計 206,889 152,870

負債純資産合計 264,080 203,460
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 108,703 104,116

売上原価 95,126 89,106

売上総利益 13,576 15,010

販売費及び一般管理費 5,839 5,635

営業利益 7,737 9,375

営業外収益

受取利息 10 2

受取配当金 376 393

その他 108 85

営業外収益合計 495 481

営業外費用

為替差損 14 38

支払手数料 31 33

その他 87 62

営業外費用合計 133 134

経常利益 8,099 9,721

特別利益

固定資産売却益 57 40

独占禁止法関連損失引当金戻入額 6,301 －

投資有価証券売却益 173 1,981

その他 2 29

特別利益合計 6,534 2,050

特別損失

固定資産除売却損 280 133

投資有価証券売却損 － 41

その他 4 30

特別損失合計 284 205

税金等調整前四半期純利益 14,350 11,566

法人税等 2,596 3,530

四半期純利益 11,753 8,036

非支配株主に帰属する四半期純利益 47 82

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,705 7,953
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 11,753 8,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,211 △118

為替換算調整勘定 27 30

退職給付に係る調整額 154 218

その他の包括利益合計 △1,030 130

四半期包括利益 10,723 8,166

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,675 8,084

非支配株主に係る四半期包括利益 47 82
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,350 11,566

減価償却費 3,938 3,773

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） 99 103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △43 127

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △90 △55

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減
少）

△19,099 －

受取利息及び受取配当金 △386 △395

為替差損益（△は益） 32 38

固定資産売却損益（△は益） △57 △40

固定資産除却損 280 133

投資有価証券売却損益（△は益） △173 △1,939

売上債権の増減額（△は増加） 10,828 12,915

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △587 △2,933

仕入債務の増減額（△は減少） △13,472 △5,723

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,456 2,342

その他 12,495 △2,056

小計 9,546 17,844

利息及び配当金の受取額 385 396

法人税等の支払額 △4,083 △4,621

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,848 13,619

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 △4,021 △4,800

有形固定資産の売却による収入 261 64

有価証券の取得による支出 △19,997 －

有価証券の売却及び償還による収入 21,998 －

信託受益権の取得による支出 △22,598 －

信託受益権の償還による収入 22,599 4,300

投資有価証券の取得による支出 △1,125 △28

投資有価証券の売却及び償還による収入 221 4,006

定期預金の預入による支出 △16,953 △994

定期預金の払戻による収入 22,974 1,393

その他 △89 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,267 3,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △5,800 △1

配当金の支払額 △6,049 △61,815

非支配株主への配当金の支払額 △58 △369

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,908 △62,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,787 △44,628

現金及び現金同等物の期首残高 72,243 80,669

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 204 10

現金及び現金同等物の四半期末残高 69,660 36,050
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（４）四半期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）

該当事項なし。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

当社が2020年４月14日に開催した臨時株主総会において、2020年３月６日を基準日とする剰余金の配当（特別

配当）（以下「本特別配当」という。）を行う議案が原案どおりに承認可決された。この結果、当第２四半期連

結累計期間において利益剰余金が53,573百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が

117,025百万円となっている。

なお、本特別配当の内容は次のとおりである。

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 配当の原資

2020年４月14日
臨時株主総会

普通株式 53,573 650 2020年３月６日 2020年５月12日 利益剰余金

　

（セグメント情報）

【セグメント情報】

　

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

　

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 75,120 33,272 108,393 309 108,703 － 108,703

セグメント間の内部売上高
又は振替高

26 14,637 14,664 375 15,039 △15,039 －

計 75,147 47,910 123,057 685 123,742 △15,039 108,703

セグメント利益 5,764 4,583 10,347 44 10,392 △2,655 7,737

(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、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。

２ セグメント利益の調整額△2,655百万円には、セグメント間取引消去30百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,685百万円が含まれている。なお、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。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 71,153 32,673 103,826 289 104,116 － 104,116

セグメント間の内部売上高
又は振替高

33 14,126 14,159 528 14,688 △14,688 －

計 71,186 46,799 117,986 818 118,805 △14,688 104,116

セグメント利益 5,611 6,171 11,783 117 11,901 △2,526 9,375

(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、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。

２ セグメント利益の調整額△2,526百万円には、セグメント間取引消去△29百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,496百万円が含まれている。なお、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。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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３．補足情報

部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表

（単位:百万円、％）

区 分

前第２四半期

連結累計期間

(自 2019年４月１日

至 2019年９月30日)

当第２四半期

連結累計期間

(自 2020年４月１日

至 2020年９月30日)

増 減

（参 考）

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

至 2020年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

受

注

高

建

設

事

業

舗装工事 66,517 57.8 68,032 58.8 1,514 2.3 136,533 57.0

土木工事 14,888 13.0 14,629 12.7 △259 △1.7 28,502 11.9

計 81,406 70.8 82,662 71.5 1,255 1.5 165,035 68.9

製造・販売事業 33,272 28.9 32,673 28.3 △599 △1.8 73,843 30.8

その他 309 0.3 289 0.2 △19 △6.4 625 0.3

合 計 114,989 100.0 115,625 100.0 636 0.6 239,504 100.0

売

上

高

建

設

事

業

舗装工事 60,285 55.5 59,618 57.2 △667 △1.1 132,050 55.5

土木工事 14,835 13.6 11,535 11.1 △3,299 △22.2 31,293 13.2

計 75,120 69.1 71,153 68.3 △3,967 △5.3 163,344 68.7

製造・販売事業 33,272 30.6 32,673 31.4 △599 △1.8 73,843 31.0

その他 309 0.3 289 0.3 △19 △6.4 625 0.3

合 計 108,703 100.0 104,116 100.0 △4,586 △4.2 237,812 100.0

次

期

繰

越

高

建

設

事

業

舗装工事 47,872 81.6 54,536 83.2 6,664 13.9 46,122 85.3

土木工事 10,783 18.4 11,033 16.8 250 2.3 7,938 14.7

計 58,655 100.0 65,569 100.0 6,914 11.8 54,061 100.0

製造・販売事業 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合 計 58,655 100.0 65,569 100.0 6,914 11.8 54,061 100.0

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

　


