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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 31,551 10.7 689 12.5 703 11.1 322 12.3
23年3月期 28,507 0.7 612 △36.8 633 △35.9 287 △48.3

（注）包括利益 24年3月期 371百万円 （29.7％） 23年3月期 286百万円 （△48.6％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 17.40 ― 7.0 3.4 2.2
23年3月期 15.49 ― 6.6 3.3 2.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 22,357 4,810 21.5 259.31
23年3月期 18,908 4,476 23.7 241.30

（参考） 自己資本   24年3月期  4,810百万円 23年3月期  4,476百万円

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

24年3月期 2,174 △53 △49 4,747
23年3月期 △990 △228 △52 2,675

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 12.9 0.9
24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 37 11.5 0.8
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 14.0

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 11,200 △9.4 △315 ― △315 ― △230 ― △12.40
通期 30,000 △4.9 660 △4.3 660 △6.1 265 △17.9 14.29



※  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「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、29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  ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 18,555,000 株 23年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 5,309 株 23年3月期 4,615 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 18,550,243 株 23年3月期 18,550,385 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 31,376 11.1 695 12.0 709 10.8 328 11.9
23年3月期 28,238 0.7 620 △36.1 640 △35.1 293 △47.7

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
円 銭 円 銭

24年3月期 17.69 ―
23年3月期 15.80 ―

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

24年3月期 22,317 4,795 21.5 258.53
23年3月期 18,850 4,456 23.6 240.23

（参考） 自己資本 24年3月期  4,795百万円 23年3月期  4,456百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 11,000 △10.9 △300 ― △220 ― △11.86
通期 29,500 △6.0 650 △8.4 260 △20.8 14.02
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況が続くなか、各種の政

策効果などを背景に緩やかながら景気回復の動きも見られる一方で、欧州諸国の財政不安に端を発する

海外景気の減速や円高の長期化による輸出の減少およびデフレの進行など、依然として不透明な状況が

続いております。 

 道路建設業界におきましては、震災復興対策を柱とする補正予算の効果が一部に見られるものの、建

設需要は総じて弱含みで推移しており、企業間の熾烈な競争に加え原油関連資材が高騰を続けるなど、

経営環境は依然として厳しいものがあります。 

 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312億98百万円（前連結会計年度比28.3％増加）となりました。売上高は315億51

百万円（前連結会計年度比10.7％増加）、経常利益は７億３百万円（前連結会計年度比11.1％増加）、

当期純利益は３億22百万円（前連結会計年度比12.3％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256億40百万円（前連結会計年度比33.7％増加）、完成工事高は

258億93百万円（前連結会計年度比11.2％増加）、セグメント利益は12億82百万円（前連結会計年度比

1.5％減少）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56億57百万円（前連結会計年度比8.3％増

加）、セグメント利益は11億53百万円（前連結会計年度比6.6％増加）となりました。 
  

次期の見通しといたしましては、公共工事の削減や原材料価格の上昇等、経営環境はますます厳しく

なるものと想定されますが、技術力やコスト競争力の向上を図るとともに、民間分野の拡大と製造・販

売事業の強化により収益力の向上に努めてまいる所存であります。                 

なお、平成25年３月期の通期見通しとしては、売上高300億円、営業利益６億60百万円、経常利益６

億60百万円、当期純利益２億65百万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

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

宮城県 臨港道路中央ふ頭線外災害復旧工事 宮城県

国土交通省東京航空局 東京国際空港構内道路維持修繕工事 東京都

東京都
大田区昭和島一丁目地先から同区昭和島二丁目地先間配水本
管(400mm)布設替及び撤去工事

東京都

国土交通省近畿地方整備局 紀北東道路丁ノ町地区舗装工事 和歌山県

発注者 工事名 工事場所

国土交通省北海道開発局 北海道横断自動車道釧路市軽満トンネル舗装外一連工事 北海道

東日本高速道路株式会社 東北自動車道那須・宇都宮管内舗装補修工事 栃木県～福島県

東京都
新宿区市谷柳町11番地先から同区納戸町12番地先間配水小管
布設替工事

東京都

中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路富士東舗装工事 静岡県

国土交通省近畿地方整備局 171号森本地区電線共同溝工事 京都府
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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34億48百万円増加して、223億57百万円と

なりました。 

流動資産は同34億99百万円増加の181億61百万円、固定資産は50百万円減少の41億95百万円となり

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31億15百万円増加の157億36百万円、固定負債は同０百万円減少の18億10百万円とな

りました。 

負債の増加の主な要因は、支払手形・工事未払金等の増加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３億22百万円計上したこと等により、48億10百万円と

なりました。 

この結果、自己資本比率は21.5％となり、１株当たり純資産は259円31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、仕入債務の増加等により21億74百万円の資金の増

加（前連結会計年度９億90百万円の資金の減少）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53百万円の資金の減少（前連結会計年度２

億28百万円の資金の減少）となりました。 

また、財務活動では、配当金の支払等により49百万円の資金の減少（前連結会計年度52百万円の資

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、20億72百万円増加し、47億47百万円（前連結会

計年度比77.4％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62期
平成21年3月

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

自己資本比率 (％) 18.1 21.2 23.7 21.5

時価ベースの自己資本比率 (％) 5.8 8.7 13.7 15.5

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) 53.1 24.8 ― 1,145.0

※ 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。 

  

（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
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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１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) 前連結会計年度まで子会社であったエムアール工業㈱は平成23年９月に清算を結了いたしました。 

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㈱

         （会社数 計３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、今後とも企業価値を高めるべく効率経営に努め、売上高経常利益率1.5％以上を安

定的に達成することを目指します。 

  

経営環境の厳しさは今後も増してゆくと想定されますが、当社グループは、組織力を結集して発注者

ニーズにかなう技術や製品を提供し、企業評価の向上を目指すとともに、たゆまぬ経営合理化ならびに

コスト削減の徹底により価格競争力の向上を図って、健全な財務体質を備えた「安定した経営基盤の確

立」に努めてまいる所存であります。 

  

公共投資の削減等厳しい状況が予想される中、いかなる環境変化にも対応できる安定した経営基盤を

確立し、「強い企業」への変革を図ることが重要であると認識しております。そのために、技術力やコ

スト競争力の向上を図るとともに、舗装周辺分野、環境関連分野の取組み強化と製造・販売事業の強化

により、収益力の向上に努めてまいる所存であります。 

 また、企業市民として、企業の社会的責任を果たすべく、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運営強化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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※1 2,675 ※1 4,747

受取手形・完成工事未収入金等 ※1, ※4 10,618 ※1, ※4 12,104

未成工事支出金 ※5 741 ※5 889

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 124 130

繰延税金資産 156 157

その他 373 151

貸倒引当金 △30 △20

流動資産合計 14,662 18,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 2,770 ※1 2,883

機械及び装置 5,082 4,902

土地 ※1, ※3 2,677 ※1, ※3 2,479

建設仮勘定 1 1

その他 337 355

減価償却累計額 △6,933 △6,828

有形固定資産合計 3,936 3,793

無形固定資産 76 178

投資その他の資産

破産更生債権等 39 28

繰延税金資産 44 31

その他 ※1 217 ※1 215

貸倒引当金 △69 △51

投資その他の資産合計 233 223

固定資産合計 4,246 4,195

資産合計 18,908 22,357
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,905 13,297

未払法人税等 159 381

未成工事受入金 847 973

完成工事補償引当金 11 25

賞与引当金 1 2

工事損失引当金 ※5 67 ※5 55

資産除去債務 6 5

その他 622 995

流動負債合計 12,621 15,736

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※3 445 ※3 335

退職給付引当金 1,305 1,377

資産除去債務 56 71

その他 4 26

固定負債合計 1,810 1,810

負債合計 14,432 17,547

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 1,463 1,839

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,334 4,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 ※3 140 ※3 97

その他の包括利益累計額合計 141 99

純資産合計 4,476 4,810

負債純資産合計 18,908 22,357
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 28,507 31,551

売上原価 ※1 26,122 ※1 29,115

売上総利益 2,385 2,436

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,772 ※2, ※3 1,746

営業利益 612 689

営業外収益

受取利息 27 1

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

その他 10 10

営業外収益合計 40 29

営業外費用

支払利息 6 1

支払保証料 10 12

その他 3 1

営業外費用合計 20 15

経常利益 633 703

特別利益

前期損益修正益 ※4 4 －

固定資産売却益 ※5 5 ※5 7

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 27 7

特別損失

固定資産売却損 ※6 1 ※6 4

固定資産除却損 ※7 4 ※7 10

投資有価証券評価損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

災害による損失 ※8 13 －

特別損失合計 68 15

税金等調整前当期純利益 592 695

法人税、住民税及び事業税 170 422

法人税等調整額 135 △49

法人税等合計 305 372

少数株主損益調整前当期純利益 287 322

当期純利益 287 322
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 287 322

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 0

土地再評価差額金 － 47

その他の包括利益合計 △1 ※1 48

包括利益 286 371

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 286 371
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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23年４月１日
至 平成24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 1,211 1,463

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 287 322

土地再評価差額金の取崩 1 90

当期変動額合計 251 375

当期末残高 1,463 1,839

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 4,082 4,334

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 287 322

土地再評価差額金の取崩 1 90

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 251 375

当期末残高 4,334 4,710
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24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 2 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 1 2

土地再評価差額金

当期首残高 141 140

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △42

当期変動額合計 △1 △42

当期末残高 140 97

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 144 141

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △41

当期変動額合計 △2 △41

当期末残高 141 99

純資産合計

当期首残高 4,227 4,476

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 287 322

土地再評価差額金の取崩 1 90

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △41

当期変動額合計 249 333

当期末残高 4,476 4,810
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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23年４月１日
至 平成24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 592 695

減価償却費 300 305

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 72

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 3 13

工事損失引当金の増減額（△は減少） △37 △12

受取利息及び受取配当金 △28 △1

支払利息 6 1

前期損益修正損益（△は益） △4 －

有形固定資産売却損益（△は益） △3 △3

固定資産除却損 4 10

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

災害損失 13 －

売上債権の増減額（△は増加） △352 △1,485

たな卸資産の増減額（△は増加） 106 △152

その他の流動資産の増減額（△は増加） △252 222

その他の固定資産の増減額（△は増加） 33 10

仕入債務の増減額（△は減少） △703 2,392

未成工事受入金の増減額（△は減少） △65 126

その他の流動負債の増減額（△は減少） △114 204

その他 △2 2

小計 △555 2,376

利息及び配当金の受取額 28 1

利息の支払額 △6 △1

法人税等の支払額 △457 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー △990 2,174

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 △214 △265

有形固定資産の売却による収入 8 253

有形固定資産の除却による支出 △18 △12

その他 △3 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △228 △53

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 △15 △12

自己株式の取得による支出 － △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 △52 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,271 2,072

現金及び現金同等物の期首残高 3,947 2,675

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,675 ※1 4,747
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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㈱の１社であります。 

前連結会計年度まで子会社であったエムアール工業㈱は平成23年９月に清算を結了いたしました。 
  
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）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
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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、8,335百万円であります。 

 (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。 

  

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取地代家賃」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度から区分掲記することとしております。この

表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示してい

た12百万円は、「受取地代家賃」２百万円、「その他」10百万円として組み替えております。 
  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用

しております。 

（７）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

表示方法の変更

  （連結損益計算書関係）

追加情報
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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 受取手形裏書譲渡高 

 
  
※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 

 
  
※４ 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。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 その他(投資有価証券) 9百万円 9百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 現金預金 11百万円 45百万円

 受取手形・完成工事 
 未収入金等(受取手形)

338 220

 建物及び構築物 415 410

 土地 2,254 2,027

 その他(投資有価証券) 7 9

 計 3,028 2,713

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24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23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 7百万円 ―百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24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

△678百万円 △689百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

 受取手形 ―百万円 149百万円
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※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 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  前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

   前期計上未払金支払不要額等であります。 
  
※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

 
  
※６ 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23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

６百万円 19百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

67百万円 48百万円

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 従業員給料手当 946百万円 924百万円

 退職給付費用 83 79

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

62百万円 62百万円

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 機械及び装置 5百万円 6百万円

 土地 ― 1

 その他 ― 0

 計 5 7

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 建物及び構築物 ―百万円 1百万円

 土地 1 3

 その他 ― 0

 計 1 4
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※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

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

      平成23年３月に発生した東日本大震災による損失を計上しております。 

  

※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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 建物及び構築物 0百万円 7百万円

 機械及び装置 3 1

 その他 0 0

 無形固定資産(ソフトウエア) ― 1

 計 4 10

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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

 組替調整額 ―

  税効果調整前 1

  税効果額 △0

  その他有価証券評価差額金 0

土地再評価差額金

 税効果額 47

 その他の包括利益合計 48

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 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 ― ― 4,615

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22年５月28日
取締役会

普通株式 37 2.0 平成22年３月31日 平成22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23年５月26日
取締役会

普通株式 37 利益剰余金 2.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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    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 

    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表の現金預金残高は一致しております。 

  

当連結会計年度(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

(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22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 

  当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)
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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及び親会社三井住友建設株式会社に対する

短期の貸付に限定し、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23年３月31日) 

                                  (単位：百万円) 

 
  
   当連結会計年度(平成24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 2,675 2,675 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 10,618 10,618 ―

(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 11 11 ―

資  産  計 13,315 13,315 0

(1) 支払手形・工事未払金等 10,905 10,905 ―

(2) 未払法人税等 159 159 ―

負  債  計 11,064 11,064 ―

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 ―
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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)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、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23年３月31日) 

      (単位：百万円) 

 
  

     当連結会計年度(平成24年３月31日) 

      (単位：百万円) 

 
  

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

非上場有価証券 15 15

１年以内
１年超

 ５年以内
５年超 

 10年以内
10年超

預金 2,639 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 10,618 ― ― ―

投資有価証券

 満期保有目的の債券（国債） ― 9 ― ―

合計 13,258 9 ― ―

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 ― ―
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前連結会計年度(平成23年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(平成24年３月31日) 

 
  

(有価証券関係)

 

 

  １ 満期保有目的の債券

種類
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

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

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

 株式 7 9 2

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

 株式 1 1 ―

 合計 8 11 2

  ３ 減損処理を行った有価証券(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損３百万円を計上しております。

 

 

  １ 満期保有目的の債券

種類
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

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

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

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
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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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 退職給付債務 △1,832 △1,801

(2) 未積立退職給付債務 △1,832 △1,801

(3) 会計基準変更時差異の未処理額 315 236

(4) 未認識数理計算上の差異 211 187

(5) 連結貸借対照表計上額純額 

  ((2)＋(3)＋(4))
△1,305 △1,377

(6) 退職給付引当金 △1,305 △1,377

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(1) 勤務費用 93 92

(2) 利息費用 39 36

(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 60 59

(5) 退職給付費用((1)＋(2)＋(3)＋(4)) 271 268

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

2.0％ 2.0％
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  前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 

  当連結会計年度(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 

 
  
３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12

月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平

成24年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実行税率は、前連結会計年度の40.7％か

ら、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは38.0％、平

成27年４月１日以降のものについては35.6％にそれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が13百万円減少し、当連結会計

年度に計上された法人税等調整額が13百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は47

百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。 

  

(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23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

繰延税金資産

 貸倒引当金 8百万円 5百万円

 退職給付引当金 530 494

 販売用不動産評価減 16 14

 繰越欠損金 3 5

 その他 330 313

繰延税金資産小計 889 833

評価性引当額 △682 △637

繰延税金資産合計 206 195

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 0 1

 資産除去債務に対応する除去費用 4 5

繰延税金負債合計 5 6

繰延税金資産の純額 201 189

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

2.3 1.8

 住民税均等割 5.8 4.9

 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 △0.8 △0.7

 評価性引当額 3.3 6.0

 その他 0.2 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

51.5％ 53.6％
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 該当事項はありません。  

  

  前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 
  当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 
  当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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。  

  

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。 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) 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△19百万円、全社資産4,268百万円であります。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29百万円であります。 
 (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19百万円でありま

す。 

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)

(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 23,285 5,222 28,507 ― 28,507 ― 28,507

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,866 1,866 ― 1,866 △1,866 ―

計 23,285 7,089 30,374 ― 30,374 △1,866 28,507

セグメント利益 1,302 1,082 2,385 ― 2,385 ― 2,385

セグメント資産 10,305 4,352 14,657 2 14,659 4,249 18,908

その他の項目

  減価償却費 75 194 270 ― 270 29 300

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

54 83 137 ― 137 19 157

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　決算短信

－25－



  
当連結会計年度(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。 

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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 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

(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

中日本高速道路株式会社 4,193 建設事業

国土交通省 3,540 建設事業
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当連結会計年度(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。 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び 

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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 4,444 建設事業

中日本高速道路株式会社 3,866 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22年４月１日 至 平成23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） 

(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

1,962
受取手形・
完成工事未
収入金等

847

資金の貸付

資金の貸付
(注２)

15,800 ― ―

受取利息
(注２)

25 ― ―

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 ― ―
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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23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 241.30円 259.31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) 4,476 4,810

普通株式に係る純資産額 (百万円) 4,476 4,810

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) 4,615 5,309

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) 18,550,385 18,549,691

項目
前連結会計年度

(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 15.49円 17.40円

 (算定上の基礎)

当期純利益 (百万円) 287 322

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) 287 322

普通株式の期中平均株式数 (株) 18,550,385 18,550,243

(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23年４月１日
至 平成24年３月31日) 前年同期比(％)

建設事業(百万円) 25,640 33.7

製造・販売事業(百万円) 5,657 8.3

合計 31,298 28.3

（２）売上実績

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日) 前年同期比(％)

建設事業(百万円) 25,893 11.2

製造・販売事業(百万円) 5,657 8.3

合計 31,551 10.7

会計年度 相手先 金額(百万円) 割合(％)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

中日本高速道路株式会社 4,193 14.7

国土交通省 3,540 12.4

当連結会計年度
(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
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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23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※2 2,572 ※2 4,668

受取手形 ※1, ※2, ※4 2,008 ※1, ※2, ※4 2,210

完成工事未収入金 ※1 7,477 ※1 8,553

売掛金 ※1 1,123 ※1 1,361

販売用不動産 2 2

未成工事支出金 ※5 741 ※5 889

材料貯蔵品 124 130

繰延税金資産 156 157

その他 370 148

貸倒引当金 △31 △20

流動資産合計 14,546 18,101

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 1,838 ※2 1,935

減価償却累計額 △1,194 △1,196

建物（純額） 644 738

構築物 ※2 932 ※2 948

減価償却累計額 △651 △669

構築物（純額） 280 278

機械及び装置 5,082 4,902

減価償却累計額 △4,785 △4,646

機械及び装置（純額） 297 255

車両運搬具 24 22

減価償却累計額 △22 △21

車両運搬具（純額） 2 1

工具器具・備品 312 332

減価償却累計額 △278 △294

工具器具・備品（純額） 34 38

土地 ※2, ※3 2,677 ※2, ※3 2,479

建設仮勘定 1 1

有形固定資産合計 3,936 3,793

無形固定資産

借地権 22 22

ソフトウエア 19 29

その他 33 125

無形固定資産合計 75 178
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 36 ※2 38

関係会社株式 55 20

従業員に対する長期貸付金 25 23

破産更生債権等 39 28

繰延税金資産 46 31

その他 155 153

貸倒引当金 △69 △51

投資その他の資産合計 290 243

固定資産合計 4,303 4,216

資産合計 18,850 22,317

負債の部

流動負債

支払手形 5,450 6,771

工事未払金 4,049 5,016

買掛金 1,399 1,508

未払金 145 514

未払費用 276 276

未払法人税等 159 381

未成工事受入金 847 973

預り金 124 123

完成工事補償引当金 11 25

工事損失引当金 ※5 67 ※5 55

資産除去債務 6 5

その他 51 66

流動負債合計 12,590 15,717

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 ※3 445 ※3 335

退職給付引当金 1,298 1,371

資産除去債務 56 71

その他 4 26

固定負債合計 1,803 1,804

負債合計 14,394 17,521
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

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 1,358 1,739

利益剰余金合計 1,444 1,825

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,314 4,695

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 ※3 140 ※3 97

評価・換算差額等合計 141 99

純資産合計 4,456 4,795

負債純資産合計 18,850 22,317
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

完成工事高 23,010 25,712

製品売上高 5,228 5,663

売上高合計 28,238 31,376

売上原価

完成工事原価 ※2 21,744 ※2 24,456

製品売上原価 4,154 4,508

売上原価合計 25,899 28,964

売上総利益

完成工事総利益 1,265 1,256

製品売上総利益 1,074 1,155

売上総利益合計 2,339 2,411

販売費及び一般管理費

役員報酬 43 44

従業員給料手当 933 914

退職給付費用 83 79

法定福利費 147 147

福利厚生費 21 25

修繕維持費 3 1

事務用品費 38 42

通信交通費 139 147

動力用水光熱費 7 6

調査研究費 84 82

広告宣伝費 5 5

貸倒引当金繰入額 10 10

交際費 9 11

寄付金 2 1

地代家賃 59 61

減価償却費 21 22

租税公課 37 37

保険料 16 14

雑費 52 57

販売費及び一般管理費合計 ※3 1,719 ※3 1,716

営業利益 620 695
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業外収益

受取利息 ※1 27 ※1 1

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

その他 8 10

営業外収益合計 39 29

営業外費用

支払利息 6 1

支払保証料 10 11

その他 3 1

営業外費用合計 20 15

経常利益 640 709

特別利益

前期損益修正益 ※4 4 －

固定資産売却益 ※5 5 ※5 7

関係会社清算益 － 1

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 27 8

特別損失

固定資産売却損 ※6 1 ※6 4

固定資産除却損 ※7 4 ※7 10

投資有価証券評価損 3 －

関係会社株式評価損 ※8 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

災害による損失 ※9 13 －

特別損失合計 73 15

税引前当期純利益 594 702

法人税、住民税及び事業税 170 422

法人税等調整額 131 △47

法人税等合計 301 374

当期純利益 293 328
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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 1,100 1,358

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 293 328

土地再評価差額金の取崩 1 90

当期変動額合計 257 381

当期末残高 1,358 1,739

利益剰余金合計

当期首残高 1,186 1,444

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 293 328

土地再評価差額金の取崩 1 90

当期変動額合計 257 381

当期末残高 1,444 1,825
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 4,057 4,314

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 293 328

土地再評価差額金の取崩 1 90

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 257 381

当期末残高 4,314 4,695

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 2 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 1 2

土地再評価差額金

当期首残高 141 140

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △42

当期変動額合計 △1 △42

当期末残高 140 97

評価・換算差額等合計

当期首残高 144 141

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △41

当期変動額合計 △2 △41

当期末残高 141 99

純資産合計

当期首残高 4,201 4,456

当期変動額

剰余金の配当 △37 △37

当期純利益 293 328

土地再評価差額金の取崩 1 90

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △41

当期変動額合計 254 339

当期末残高 4,456 4,795
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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) 長期前払費用 
 均等償却によっております。 
 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
  

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）継続企業の前提に関する注記

（５）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、8,335百万円であります。 

  

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。 

  

前事業年度において、「未収入金」については区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の

１以下となりましたため、当事業年度から「流動資産」の「その他」に含めて表示することとしてお

ります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「未収入金」に表示していた256百万円は、「その

他」へ組み替えております。 

なお、当事業年度の当該金額は76百万円であります。 
  

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取地代家賃」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から区分掲記することとしております。この表示方法

の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた12百万

円は、「受取地代家賃」３百万円、「その他」８百万円として組み替えております。 

  

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用して

おります。 

（６）重要な会計方針の変更

表示方法の変更

  （貸借対照表関係）

  （損益計算書関係）

追加情報
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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 

 
  

（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

 受取手形 ―百万円 6百万円

 完成工事未収入金 881 892

 売掛金 8 0

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

 投資有価証券 9百万円 9百万円

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

 現金預金 11百万円 45百万円

 受取手形 338 220

 建物 323 327

 構築物 91 83

 土地 2,254 2,027

 投資有価証券 7 9

 計 3,028 2,713

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

 短期借入金 ―百万円 ―百万円

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24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

△678百万円 △689百万円
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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  前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

   前期計上未払金支払不要額等であります。  

  

※５ 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23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

 受取手形 ―百万円 149百万円

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

６百万円 19百万円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 受取利息 25百万円 0百万円

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

67百万円 48百万円

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

62百万円 62百万円

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 機械及び装置 5百万円 6百万円

 車両運搬具 ― 0

 土地 ― 1

 計 5 7
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※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

※８  前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

      子会社エムアール工業㈱が平成23年３月31日付で解散をしたため、清算結了後の欠損金見込額を計上

しております。 

  

※９  前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

      平成23年３月に発生した東日本大震災による損失を計上しております。 

  

 
  

 

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 建物 ―百万円 1百万円

 構築物 ― 0

 工具器具・備品 ― 0

 土地 1 3

 計 1 4

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 建物 ―百万円 7百万円

 構築物 0 0

 機械及び装置 3 1

 工具器具・備品 0 0

 ソフトウエア ― 1

 計 4 10

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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 ― ― 4,615

当事業年度(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
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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22年４月１日

至 平成23年３月31日)

当事業年度

 (自 平成23年４月１日

至 平成24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 11,716 92.1 7,680 89.2 △4,036 △34.4

繰 部 コンクリート舗装工事 76 0.6 163 1.9 87 114.7

越 門 土木工事 925 7.3 770 8.9 △154 △16.7

高 合計 12,717 100.0 8,614 100.0 △4,103 △32.3

工 アスファルト舗装工事 14,989 62.1 19,948 64.1 4,958 33.1

受 事 コンクリート舗装工事 867 3.6 1,184 3.8 317 36.6

注 部 土木工事 3,050 12.6 4,330 13.9 1,279 42.0

高 門 計 18,907 78.3 25,463 81.8 6,555 34.7

製品部門等 5,228 21.7 5,663 18.2 435 8.3

合計 24,135 100.0 31,127 100.0 6,991 29.0

工 アスファルト舗装工事 19,025 67.4 21,421 68.3 2,395 12.6

売 事 コンクリート舗装工事 780 2.8 986 3.1 206 26.5

上 部 土木工事 3,204 11.3 3,304 10.5 99 3.1

高 門 計 23,010 81.5 25,712 81.9 2,702 11.7

製品部門等 5,228 18.5 5,663 18.1 435 8.3

合計 28,238 100.0 31,376 100.0 3,137 11.1

次 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
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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22年４月１日

至 平成23年３月31日)

当事業年度

 (自 平成23年４月１日

至 平成24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 10,827 85.1 6,516 75.6 △4,310 △39.8

繰

越 民     間 1,889 14.9 2,097 24.4 207 11.0

高 計 12,717 100.0 8,614 100.0 △4,103 △32.3

受 官  公  庁 8,050 42.6 12,794 50.2 4,744 58.9

注

高 民     間 10,857 57.4 12,669 49.8 1,811 16.7

計 18,907 100.0 25,463 100.0 6,555 34.7

完

成 官  公  庁 12,361 53.7 13,327 51.8 966 7.8

工

事 民     間 10,649 46.3 12,385 48.2 1,735 16.3

高 計 23,010 100.0 25,712 100.0 2,702 11.7

次

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

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　決算短信

－44－



  

 
  

 
  

８．役員の異動

 役員の異動につきましては、平成24年２月23日、「代表取締役および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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