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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第88期

第２四半期
連結累計期間

第89期
第２四半期
連結累計期間

第88期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 95,429 97,204 213,208

経常利益 (百万円) 6,500 7,392 17,838

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,735 4,642 10,086

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,734 6,503 10,735

純資産額 (百万円) 135,072 146,127 141,812

総資産額 (百万円) 183,678 191,577 199,608

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 43.20 53.83 116.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 73.4 76.2 70.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,428 8,246 18,962

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,794 △7,983 △15,754

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,574 △2,188 △1,834

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 37,999 38,496 40,404

　

回次
第88期

第２四半期
連結会計期間

第89期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 32.68 38.85

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事

業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２ 【事業の状況】
「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、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の発生又は前事業年度の有価証券報告書
に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当グループが判断したものであ
る。

　

(1) 業績の状況

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、平成24年度補正予算の効果等により、
公共投資は堅調に推移し、また企業の設備投資は持ち直しの動きがみられるものの、円安による原材
料価格の高騰など、依然として厳しい状況で推移した。
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民間発注工事の受注確保に努め、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を継続的に取り組むことにより、販
売数量の確保と採算性の維持に努めてきた。
当第２四半期連結累計期間の受注高は1,069億８千９百万円（前年同期比7.9％増）、売上高は972

億４百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は68億５千４百万円（前年同期比14.2％増）となっ
た。また、受取配当金等の影響により経常利益が73億９千２百万円（前年同期比13.7％増）、法人税
等の影響等により四半期純利益は46億４千２百万円（前年同期比24.3％増）となった。
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

季節的変動がある。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりである。
(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706億８千３百万円（前年同期比9.3％増）、

完成工事高は606億３百万円（前年同期比0.0％減）となり、営業利益は35億２千２百万円（前年同期
比26.2％増）となった。
(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363億６

百万円（前年同期比5.3％増）となり、営業利益は52億３千６百万円（前年同期比6.4％増）となっ
た。
(その他)
当第２四半期連結累計期間のその他売上高は２億９千５百万円（前年同期比7.8％減）となり、１

千２百万円の営業損失（前年同期０百万円の利益）となった。
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(2) 財政状態の分析

①　資産の部
流動資産は、前連結会計年度末に比べ114億５千６百万円減少し、1,061億４千８百万円となっ

た。これは主に、回収による受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものである。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ34億２千５百万円増加し、854億２千９百万円となった。

これは主に、時価の上昇による投資有価証券の増加によるものである。
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ80億３千万円減少し、1,915億７千７百万円と

なった。
②　負債の部

流動負債は、前連結会計年度末に比べ128億７千４百万円減少し、358億１千５百万円となった。
これは主に、支払いによる支払手形・工事未払金等の減少及び納税による未払法人税等の減少によ
るものである。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億２千８百万円増加し、96億３千４百万円となった。こ

れは主に、退職給付引当金の増加によるものである。
以上の結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ123億４千６百万円減少し、454億４千９百万円

となった。
③　純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ43億１千５百万円増加し、1,461億２千７百万円となっ
た。これは主に、利益の計上による利益剰余金の増加によるものである。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結累計期間末に比べ
４億９千６百万円増加し、384億９千６百万円となった。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間
の収入に比べ21億８千１百万円減少し、82億４千６百万円の収入となった。これは主に、売上債権
の回収額の減少及び未成工事支出金の増加によるものである。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間
の支出に比べ18億１千１百万円減少し、79億８千３百万円の支出となった。これは主に、信託受益
権の取得による支出の減少によるものである。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間
の支出に比べ６億１千４百万円増加し、21億８千８百万円の支出となった。これは主に、配当金の
支払額の増加によるものである。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに
生じた課題はない。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億２千万円である。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 193,000,000

計 193,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 94,159,453 94,159,453
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株である。

計 94,159,453 94,159,453 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 94,159,453 ― 19,350 ― 23,006
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

前田建設工業株式会社 千代田区猿楽町２丁目８番８号 20,460 21.73

ノ ー ザ ン 　ト ラ ス ト 　カ ン パ
ニー　（エイブイエフシー）　サ
ブ　アカウント　アメリカン　ク
ライアント

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK

6,831 7.25

(常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部)

(中央区日本橋３丁目11番１号)

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)

中央区晴海１丁目８番11号 4,374 4.65

ノ ー ザ ン 　ト ラ ス ト 　カ ン パ
ニー　エイブイエフシー　リ　
ユーエス　タックス　エグゼンプ
テド　ペンション　ファンズ

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK

3,486 3.70

(常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部)

(中央区日本橋３丁目11番１号)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

港区浜松町２丁目11番３号 3,425 3.64

前田道路社員持株会 品川区大崎１丁目11番３号 2,113 2.25

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口９)

中央区晴海１丁目８番11号 2,016 2.14

ザ　チェース　マンハッタン　バ
ンク　エヌエイ　ロンドン　エ
ス　エル　オムニバス　アカウン
ト

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND

1,595 1.69

(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

(中央区月島４丁目16番13号)

共栄火災海上保険株式会社 港区新橋１丁目18番６号 1,500 1.59

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -
TREATY CLIENTS

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA
1,449 1.54

(常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部)

(中央区日本橋３丁目11番１号)

計 ― 47,249 50.18

(注) １　上記の他、当社が7,667千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合8.14％)所有している。

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、当社として把握することができない。
３　シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから平成25年９月13日付の大量保有

報告書の提出があり、平成25年９月10日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けたが、当社として
当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」では考
慮していない。

　　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
シルチェスター・イン
ターナショナル・インベ
スターズ・エルエルピー

英国ロンドン　ダブリュー１ジェイ　６
ティーエル、ブルトン　ストリート１、
タイム　アンド　ライフ　ビル５階

10,372 11.02
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
― ―

普通株式 7,667,000
(相互保有株式)

― ―
普通株式 597,000

完全議決権株式(その他)
普 通 株
式　　

85,345,000 85,345 ―

単元未満株式
普 通 株
式　　

550,453 ― ―

発行済株式総数 94,159,453 ― ―

総株主の議決権 ― 85,345 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、次の株式数が含まれている。

　(1) 自己保有株式数

前田道路株式会社所有 252株

　(2) 相互保有株式数

東海アスコン株式会社所有 105株

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
前田道路株式会社

品川区大崎
１丁目11番３号

7,667,000 ― 7,667,000 8.14

(相互保有株式)
東海アスコン株式会社

豊橋市石巻平野町
字日名倉37番地

497,000 ― 497,000 0.53

(相互保有株式)
双和産業株式会社

松本市小屋南
２丁目19番５号

100,000 ― 100,000 0.11

計 ― 8,264,000 ― 8,264,000 8.78

　

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記

載している。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 26,072 20,698

受取手形・完成工事未収入金等
※１ 46,852 32,270

有価証券 27,930 34,832

未成工事支出金等
※２ 4,691 ※２ 6,741

その他 12,498 11,991

貸倒引当金 △441 △387

流動資産合計 117,604 106,148

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 12,074 12,122

機械・運搬具（純額） 12,441 12,239

土地 40,737 41,259

その他（純額） 1,148 2,198

有形固定資産合計 66,402 67,820

無形固定資産 1,318 1,406

投資その他の資産

投資有価証券 10,294 12,817

その他 4,263 3,644

貸倒引当金 △274 △258

投資その他の資産合計 14,283 16,202

固定資産合計 82,004 85,429

資産合計 199,608 191,577

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等
※１ 32,234 20,816

未払法人税等 5,113 2,865

未成工事受入金 1,858 3,730

賞与引当金 2,887 2,838

引当金 461 670

その他 6,133 4,894

流動負債合計 48,689 35,815

固定負債

退職給付引当金 8,376 8,956

その他 729 677

固定負債合計 9,106 9,634

負債合計 57,796 45,449
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25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 23,086 23,086

利益剰余金 102,940 105,420

自己株式 △4,493 △4,516

株主資本合計 140,883 143,341

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 899 2,703

為替換算調整勘定 △167 △124

その他の包括利益累計額合計 731 2,579

少数株主持分 196 207

純資産合計 141,812 146,127

負債純資産合計 199,608 191,577
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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 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 95,429 97,204

売上原価 84,729 85,557

売上総利益 10,700 11,647

販売費及び一般管理費
※１ 4,699 ※１ 4,793

営業利益 6,000 6,854

営業外収益

受取利息 37 47

受取配当金 113 126

為替差益 － 88

貸倒引当金戻入額 150 92

その他 290 210

営業外収益合計 591 565

営業外費用

為替差損 71 －

その他 19 27

営業外費用合計 91 27

経常利益 6,500 7,392

特別利益

固定資産売却益 28 15

投資有価証券売却益 － 119

収用補償金 － 45

その他 24 0

特別利益合計 53 181

特別損失

固定資産除却損 191 32

その他 11 26

特別損失合計 202 59

税金等調整前四半期純利益 6,351 7,515

法人税等 2,594 2,861

少数株主損益調整前四半期純利益 3,756 4,653

少数株主利益 20 10

四半期純利益 3,735 4,642

EDINET提出書類

前田道路株式会社(E00061)

四半期報告書

11/19



【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 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,756 4,653

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △109 1,806

為替換算調整勘定 87 44

その他の包括利益合計 △22 1,850

四半期包括利益 3,734 6,503

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,713 6,490

少数株主に係る四半期包括利益 21 13
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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 6,351 7,515

減価償却費 3,295 3,255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △228 △87

賞与引当金の増減額（△は減少） △300 △49

退職給付引当金の増減額（△は減少） 451 580

受取利息及び受取配当金 △150 △174

為替差損益（△は益） 76 △39

固定資産除却損 191 32

売上債権の増減額（△は増加） 16,020 14,623

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △735 △2,046

仕入債務の増減額（△は減少） △10,894 △11,449

未成工事受入金の増減額（△は減少） 41 1,872

その他 659 △950

小計 14,778 13,083

利息及び配当金の受取額 152 174

法人税等の支払額 △4,503 △5,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,428 8,246

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 △14,993 △18,494

有価証券の売却及び償還による収入 13,996 14,498

信託受益権の取得による支出 △27,315 △24,397

信託受益権の償還による収入 23,232 24,297

有形固定資産の取得による支出 △4,046 △5,180

有形固定資産の売却による収入 78 857

その他 △746 435

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,794 △7,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,560 △2,162

その他 △13 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,574 △2,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △982 △1,908

現金及び現金同等物の期首残高 38,981 40,404

現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 37,999 ※１ 38,496
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、前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が、連結

会計年度末残高に含まれている。
　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 50百万円 ―

受取手形裏書譲渡高 1,432 ―

支払手形 32 ―

　

※２　未成工事支出金等の内訳
　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

未成工事支出金 3,314百万円 5,222百万円

材料貯蔵品 1,357 1,489

製品貯蔵品 18 28

　

○　受取手形裏書譲渡高
　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

　 14,783百万円 11,246百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
※１　販売費及び一般管理費の主なもの
　

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

従業員給料手当 1,476百万円 1,420百万円

賞与引当金繰入額 750 878

　

○　売上高の季節的変動
　
前第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)
　

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

がある。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金預金 24,155百万円 20,698百万円

有価証券 23,930 34,832

計 48,086 55,531

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△588 △536

償還期間が３ヶ月を
超える債券等

△9,497 △16,498

現金及び現金同等物 37,999 38,496

　

(株主資本等関係)

　
前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

　
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 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,560 18 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項なし。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)
　
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 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,162 25 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　
前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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 60,622 34,486 95,108 320 95,429 ― 95,429

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 12,754 12,754 284 13,038 △13,038 ―

計 60,622 47,240 107,863 604 108,468 △13,038 95,429

セグメント利益 2,792 4,923 7,715 0 7,716 △1,715 6,000

(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△1,715百万円には、セグメント間取引消去19百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,735百万円が含まれている。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。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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 60,603 36,306 96,909 295 97,204 ― 97,204

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 12,375 12,375 261 12,636 △12,636 ―

計 60,603 48,681 109,285 556 109,841 △12,636 97,204

セグメント利益又は損失(△) 3,522 5,236 8,758 △12 8,746 △1,892 6,854

(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　セグメント利益又は損失の調整額△1,892百万円には、セグメント間取引消去28百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△1,921百万円が含まれている。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　セグメント利益又は損失は、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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(１株当たり情報)

　
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりである。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益 43.20円 53.83円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益 (百万円) 3,735 4,642

普通株式に係る四半期純利益 (百万円) 3,735 4,642

普通株式の期中平均株式数 (千株) 86,463 86,253

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　櫻　　井　　紀　　彰　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   日 野 原   克 巳   ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   川　　村 　　　　敦　 ㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月11日

前田道路株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている前
田道路株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、前田道路株式会社及び連結子会社の平成25
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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