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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108期

第２四半期
連結累計期間

第109期
第２四半期
連結累計期間

第108期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (百万円) 42,684 39,321 118,848

経常利益 (百万円) 1,105 154 6,711

四半期(当期)純利益 (百万円) 597 219 4,121

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 637 329 4,270

純資産額 (百万円) 24,770 28,468 28,108

総資産額 (百万円) 68,217 70,444 80,097

１株当たり四半期(当期)純利益金
額

(円) 11.78 4.33 81.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 35.7 39.7 34.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,022 5,131 1,875

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △968 △412 △1,834

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △703 △910 △2,460

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 11,107 13,151 9,338
 

 

回次
第108期

第２四半期
連結会計期間

第109期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 16.23 19.66
 

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

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。　
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第２ 【事業の状況】

 

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ありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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ありません。　

 

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】

(1）業績の状況　

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策により、企業業績の改善や雇用・所

得環境に改善が見られるなど、国内景気は全体として緩やかな回復基調で推移しておりますが、新興国の成長の減速

懸念等により、先行きの不透明な状況が続いております。

当社グループの主要事業であります道路建設業界におきましては、民間設備投資に持ち直しの動きがみられるもの

の、材料価格、労務費等の上昇の影響もあり、経営環境は引続き厳しい状況のもと推移いたしました。

このような状況下におきまして、当社グループの当第２四半期連結累計期間における受注高は、52,393百万円（前

年同四半期連結累計期間比11.1％減少）となり、売上高は39,321百万円（前年同四半期連結累計期間比7.9％減少）と

なりました。

損益につきまして、売上高の減少により営業損失は338百万円（前年同四半期連結累計期間、営業利益1,120百万

円）、貸倒引当金戻入額545百万円の計上がありますが経常利益は154百万円（前年同四半期連結累計期間、経常利益

1,105百万円）、四半期純利益は219百万円（前年同四半期連結累計期間、四半期純利益597百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①建設事業

当第２四半期連結累計期間における受注高は36,002百万円（前年同四半期連結累計期間比12.2％減少）となりま

した。完成工事高は、22,930百万円（前年同四半期連結累計期間比7.2％減少）となり、セグメント利益は15百万円

（前年同四半期連結累計期間、セグメント利益667百万円）となりました。

②建設材料等の製造販売・環境事業等

当第２四半期連結累計期間における売上高は16,390百万円（前年同四半期連結累計期間比8.8％減少）、セグメン

ト利益は386百万円（前年同四半期連結累計期間、セグメント利益1,122百万円）となりました。

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、未成工事支出金等の増加はあったものの、受取手形・完成工事未

収入金等の減少等により、前連結会計年度末に比べ9,652百万円減少し、70,444百万円となりました。

また負債につきましては、未成工事受入金等は増加いたしましたが、支払手形・工事未払金等、未払法人税等の減

少等により、前連結会計年度末に比べ10,013百万円減少し、41,975百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、28,468百万円となりました。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、13,151百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローでは、売掛債権、仕入債務の減少及び未成工事受入金の増加等により、5,131百

万円の収入（前年同四半期連結累計期間、1,022百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、412百万円の支出（前年同四半

期連結累計期間、968百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期・長期借入金の返済、配当金の支払等により、910百万円の支出（前

年同四半期連結累計期間、703百万円の支出）となりました。

(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、当社グループの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

生じた課題はありません。

(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123百万円であります。
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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 191,042,000

計 191,042,000
 

 

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26年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年11月10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 52,200,239 同左
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株で
あります。

計 52,200,239 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(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】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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26年９月30日 ― 52,200 ― 7,584 ― 5,619
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(6) 【大株主の状況】

  平成26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(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 3,913 7.49

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 2,493 4.77

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３－１－１ 2,407 4.61

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 2,072 3.96

損害保険ジャパン日本興亜株式会
社

東京都新宿区西新宿１－26－１ 1,835 3.51

東亜道路取引先持株会 東京都港区六本木７－３－７ 1,376 2.63

東亜道路従業員持株会 東京都港区六本木７－３－７ 1,370 2.62

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 1,200 2.29

クレデイツト スイス アーゲー
チューリッヒ
（常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

(東京都千代田区丸の内２－７－１)
1,166 2.23

ユナイテッド ネーションズ.
フォー ザ ユナイテッド ネー
ションズ ジョイント スタッフ
ペンション ファンド ア ユーエ
ヌ オーガン（常任代理人　香港
上海銀行　東京支店）

 

(東京都中央区日本橋３－１１－１)

912 1.74

計 ― 18,745 35.91
 

(注)１　当社は自己株式を1,460,272株所有し、その発行済株式総数に対する割合は2.79％であります。 

　　２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　3,913千株

　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社     2,493千株

　　３ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社より平成26年２月６日付で大量保有報告書(変更報告書)が関

東財務局長に提出され、平成26年１月31日現在、共同保有で1,978千株を保有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記

の大株主の状況には含めておりません。

　　　 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

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(％)
ＪＰモルガン・アセット・マネジメ
ント株式会社

東京都千代田区丸の内２－７－３ 1,810 3.47

ジェー・ピー・モルガン・クリアリ
ング・コーポレーション
(J.P.Morgan Clearing Corp.)

アメリカ合衆国　11245
ニューヨーク州ブルックリン
スリー・メトロ・テック・センター

168 0.32

計 ― 1,978 3.79
 

　　４　大和住銀投信投資顧問株式会社より平成26年８月18日付で大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長に提

出され、平成26年８月15日現在、3,731千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四

半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めて

おりません。

　　　　なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

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(％)

大和住銀投信投資顧問株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－１ 3,731 7.15

計 ― 3,731 7.15
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26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

1,460,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

50,149,000
50,149 ―

単元未満株式
普通株式

591,239
― 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 52,200,239 ― ―

総株主の議決権 ― 50,149 ―
 

(注) １　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式272株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ

1,000株(議決権１個)及び200株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26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)
東亜道路工業株式会社

東京都港区六本木7-3-7 1,460,000 ― 1,460,000 2.79

計 ― 1,460,000 ― 1,460,000 2.79
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

東亜道路工業株式会社(E00066)

四半期報告書

 7/22



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)に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

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26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 9,358 13,151

  受取手形・完成工事未収入金等 39,925 20,835

  未成工事支出金 5,263 10,341

  商品及び製品 691 632

  仕掛品 143 114

  材料貯蔵品 1,071 917

  繰延税金資産 673 910

  その他 1,630 1,662

  貸倒引当金 △262 △233

  流動資産合計 58,496 48,332

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 2,351 2,342

   機械・運搬具（純額） 2,354 2,497

   土地 12,618 12,618

   リース資産（純額） 784 874

   建設仮勘定 366 678

   その他（純額） 131 211

   有形固定資産合計 18,607 19,223

  無形固定資産 141 144

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,592 1,758

   長期貸付金 1,197 534

   退職給付に係る資産 - 9

   繰延税金資産 226 71

   その他 602 607

   貸倒引当金 △765 △236

   投資その他の資産合計 2,853 2,744

  固定資産合計 21,601 22,112

 資産合計 80,097 70,444
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 27,862 17,580

  短期借入金 7,036 5,815

  1年内償還予定の社債 350 205

  未払法人税等 2,382 201

  未成工事受入金 3,191 7,140

  完成工事補償引当金 59 79

  工事損失引当金 175 86

  その他 2,774 2,214

  流動負債合計 43,832 33,323

 固定負債   

  社債 90 60

  長期借入金 4,459 5,611

  繰延税金負債 212 425

  再評価に係る繰延税金負債 1,235 1,235

  退職給付に係る負債 1,252 389

  資産除去債務 79 50

  その他 826 878

  固定負債合計 8,156 8,651

 負債合計 51,988 41,975

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,584 7,584

  資本剰余金 6,955 6,955

  利益剰余金 12,660 12,912

  自己株式 △338 △340

  株主資本合計 26,862 27,112

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 525 627

  土地再評価差額金 517 517

  退職給付に係る調整累計額 △279 △277

  その他の包括利益累計額合計 763 868

 少数株主持分 482 488

 純資産合計 28,108 28,468

負債純資産合計 80,097 70,444
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 42,684 39,321

売上原価 38,319 36,320

売上総利益 4,365 3,001

販売費及び一般管理費 ※1  3,245 ※1  3,339

営業利益又は営業損失（△） 1,120 △338

営業外収益   

 受取利息 14 13

 受取配当金 31 34

 貸倒引当金戻入額 32 545

 持分法による投資利益 6 3

 その他 60 53

 営業外収益合計 145 649

営業外費用   

 支払利息 94 80

 金融手数料 54 46

 その他 11 29

 営業外費用合計 160 156

経常利益 1,105 154

特別利益   

 固定資産売却益 31 23

 その他 0 -

 特別利益合計 31 23

特別損失   

 固定資産売却損 0 1

 固定資産除却損 2 7

 建替関連損失 10 -

 特別損失合計 13 8

税金等調整前四半期純利益 1,124 169

法人税等 505 △56

少数株主損益調整前四半期純利益 618 225

少数株主利益 20 5

四半期純利益 597 219
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 618 225

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 18 102

 退職給付に係る調整額 - 1

 その他の包括利益合計 18 104

四半期包括利益 637 329

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 616 324

 少数株主に係る四半期包括利益 20 5
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 1,124 169

 減価償却費 657 721

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △558

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △35 △89

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △4 -

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △76 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △31

 有形固定資産除却損 2 7

 受取利息及び受取配当金 △46 △47

 支払利息 94 80

 持分法による投資損益（△は益） △6 △3

 有形固定資産売却損益（△は益） △31 △22

 投資有価証券売却損益（△は益） △0 -

 売上債権の増減額（△は増加） 11,297 19,089

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,236 △5,078

 たな卸資産の増減額（△は増加） △81 242

 仕入債務の増減額（△は減少） △8,319 △10,313

 未払消費税等の増減額（△は減少） △299 △481

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,273 3,948

 その他 △602 △139

 小計 1,700 7,494

 利息及び配当金の受取額 46 47

 利息の支払額 △96 △81

 法人税等の支払額 △627 △2,329

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022 5,131

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 - 20

 有形固定資産の取得による支出 △992 △1,132

 有形固定資産の売却による収入 33 33

 投資有価証券の取得による支出 △1 △2

 投資有価証券の売却による収入 0 -

 子会社株式の取得による支出 △28 -

 貸付けによる支出 △290 △104

 貸付金の回収による収入 324 767

 その他 △12 3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △968 △412
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           (単位：百万円)

          前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △1,522 △1,496

 長期借入れによる収入 2,900 2,800

 長期借入金の返済による支出 △1,391 △1,372

 社債の償還による支出 △224 △175

 子会社の自己株式の処分による収入 26 -

 自己株式の取得による支出 △5 △2

 配当金の支払額 △354 △507

 その他 △132 △157

 財務活動によるキャッシュ・フロー △703 △910

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △649 3,813

現金及び現金同等物の期首残高 11,757 9,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  11,107 ※１  13,151
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

「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。以下「退職給付会計基準」という。）

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。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似

した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平

均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半期

連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が838百万円減少し、利益剰余金が539百万円増

加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業損失が37百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ37百万円減少しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

１ 保証債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

㈱ＩＷＤ 101百万円 ―

興亜建設工業㈱ 100百万円 89百万円

従業員 1百万円 2百万円

　計 203百万円 91百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

従業員給料手当 1,344百万円 1,340百万円

退職給付費用 92百万円 95百万円

貸倒引当金繰入額 45百万円 △7百万円
 

 

２ 売上高の季節的変動

前第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)及び当第２四半期連結累計期間(自

 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連

結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、

第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
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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は次のと

おりであります。

 

 
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

現金預金勘定 11,127百万円 13,151百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△20百万円 －百万円

現金及び現金同等物 11,107百万円 13,151百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第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 355 7 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

該当事項はありません。　

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 507 10 平成26年３月31日 平成26年６月30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

該当事項はありません。　

 

３．株主資本の金額の著しい変動

当第２四半期連結累計期間の期首より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更したことに伴い、期首の

利益剰余金が539百万円増加しております。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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．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

建設事業
製造販売・
環境事業等

計

売上高    

  外部顧客への売上高 24,719 17,965 42,684

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

46 781 827

計 24,765 18,747 43,512

セグメント利益 667 1,122 1,790
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,790

セグメント間取引消去 35

全社費用(注) △705

四半期連結損益計算書の営業利益 1,120
 

(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ります。 

 

３．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

　　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．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

建設事業
製造販売・
環境事業等

計

売上高    

  外部顧客への売上高 22,930 16,390 39,321

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

54 475 529

計 22,984 16,866 39,851

セグメント利益 15 386 401
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 401

セグメント間取引消去 39

全社費用(注) △780

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △338
 

(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ります。 

 

３．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

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半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。

 

項目
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 11円78銭 4円33銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額（百万円) 597 219

   普通株主に帰属しない金額（百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額（百万円) 597 219

   普通株式の期中平均株式数(千株) 50,756 50,742
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月10日

東亜道路工業株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　川 　井 　克 　之   　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　島 　村　　 　 哲　 　 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　原　 　  秀 　敬　   印

 

　

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」に掲げられている東亜道路工業株

式会社の平成26年４月１日から平成27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26年７月１日から

平成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の平成26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）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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