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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 125,837 4.7 5,202 △27.9 5,095 △31.4 2,664 △33.4

22年3月期第3四半期 120,234 2.2 7,212 214.8 7,433 186.8 4,002 422.2

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

23年3月期第3四半期 30.80 ―

22年3月期第3四半期 46.20 ―

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

23年3月期第3四半期 162,957 122,948 75.4 1,419.84
22年3月期 175,535 122,256 69.6 1,411.39

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  122,818百万円 22年3月期  122,144百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

14.00 14.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 188,000 2.2 9,500 △28.2 9,700 △28.4 5,000 △32.5 57.80



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 94,159,453株 22年3月期  94,159,453株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,657,926株 22年3月期  7,617,547株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 86,526,769株 22年3月期3Q 86,624,655株
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当第３四半期連結累計期間の当グループを取り巻く環境は、企業収益に回復の兆しがみえ民間設備投資

は持ち直しの傾向にあるものの、引き続き公共投資は低調に推移し、依然として厳しい経営環境にありま

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に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まいりました。 

当第３四半期連結累計期間の受注高は1,335億５千７百万円（前年同期比1.0％増）、売上高は1,258億

３千７百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は52億２百万円（前年同期比27.9％減）となりました。

また、経常利益は貸倒引当金繰入額等の影響により50億９千５百万円（前年同期比31.4％減）、固定資産

除却損及び法人税等の影響等により四半期純利益は26億６千４百万円（前年同期比33.4％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。 

  

  セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

建設事業の当第３四半期連結累計期間の受注工事高は、民間発注工事の受注が増加したことにより、

前年同期比で増加し859億１千３百万円となりました。 

また、受注の増加や工事の進捗の影響により、完成工事高も前年同期比で増加し777億２千５百万円

となりましたが、受注環境の悪化から価格競争が以前にも増して厳しく、また、材料等の仕入価格の上

昇により採算性が悪化し、営業利益は前年同期比で減少し８億５千４百万円となりました。 

（製造・販売事業） 

製造・販売事業においては、前年同期比で販売数量とともに売上高が減少したことに加え、原材料等

の値上がりを販売価格に転嫁できなかったことにより原価率が上昇し、採算性は悪化しております。 

当第３四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476億４千４百万円、営業利

益は71億１千８百万円となりました。 

（その他） 

当第３四半期連結累計期間のその他売上高は４億６千７百万円となり、１千４百万円の営業損失とな

りました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ125億１千１百万円減少し、841億４千４百万円となりました。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ります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ６千６百万円の減少と著しい変動はなく、788億１千３百万円と

なりました。 

以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ125億７千７百万円減少し、1,629億５千７百万円とな

りました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ137億７千３百万円減少し、318億９千９百万円となりました。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

あります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億３百万円増加し、81億９百万円となりました。これは主に、

退職給付引当金の増加によるものであります。 

以上の結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ132億６千９百万円減少し、400億９百万円となりまし

た。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億９千１百万円増加し、1,229億４千８百万円となりまし

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ります。 

  

平成23年３月期の連結業績予想については、平成22年５月14日発表の業績予想と変更はありません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

≪簡便な会計処理≫ 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

より算定しております。 

②経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きいものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によって

おります。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が

なく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において

使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

なお、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」は一括して「法人税等」と記載してお

ります。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第３四半期連結累計期間から、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第３四半期連結累計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ０百万円、税金等調整

前四半期純利益が７百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は49百万円であります。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第３四半期連結累計期間から、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 18,326 17,322

受取手形・完成工事未収入金等 33,686 47,229

有価証券 17,428 17,927

未成工事支出金等 7,488 5,959

その他 7,810 9,061

貸倒引当金 △596 △844

流動資産合計 84,144 96,655

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 11,749 12,070

機械・運搬具（純額） 12,037 13,158

土地 39,067 38,187

その他（純額） 1,511 865

有形固定資産計 64,365 64,282

無形固定資産 1,414 1,043

投資その他の資産   

投資有価証券 8,042 8,403

その他 5,767 5,490

貸倒引当金 △777 △340

投資その他の資産計 13,032 13,553

固定資産合計 78,813 78,879

資産合計 162,957 175,535

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,233 28,834

未払法人税等 838 4,804

未成工事受入金 2,362 3,022

賞与引当金 1,263 2,733

引当金 551 485

その他 3,649 5,792

流動負債合計 31,899 45,672

固定負債   

退職給付引当金 6,796 6,363

引当金 470 483

その他 842 758

固定負債合計 8,109 7,606

負債合計 40,009 53,279
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31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 85,317 84,388

自己株式 △4,194 △4,166

株主資本合計 123,560 122,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △705 △434

為替換算調整勘定 △36 △80

評価・換算差額等合計 △742 △515

少数株主持分 130 112

純資産合計 122,948 122,256

負債純資産合計 162,957 175,535
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 120,234 125,837

売上原価 105,233 113,508

売上総利益 15,001 12,328

販売費及び一般管理費 7,788 7,125

営業利益 7,212 5,202

営業外収益   

受取利息 72 60

受取配当金 116 124

負ののれん償却額 127 121

その他 143 188

営業外収益合計 458 495

営業外費用   

為替差損 92 168

和解金 52 －

貸倒引当金繰入額 70 421

その他 22 13

営業外費用合計 238 603

経常利益 7,433 5,095

特別利益   

固定資産売却益 33 35

補助金収入 － 27

損害賠償引当金戻入額 － 38

その他 12 30

特別利益合計 45 132

特別損失   

固定資産除却損 187 174

投資有価証券評価損 177 －

その他 106 7

特別損失合計 472 182

税金等調整前四半期純利益 7,006 5,044

法人税等 2,991 2,360

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,684

少数株主利益 12 19

四半期純利益 4,002 2,664
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 7,006 5,044

減価償却費 4,725 5,242

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 186

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,219 △1,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） 369 432

受取利息及び受取配当金 △188 △185

為替差損益（△は益） 49 89

有形固定資産除却損 187 174

投資有価証券評価損益（△は益） 177 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,084 13,799

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,963 △1,525

仕入債務の増減額（△は減少） △3,642 △5,687

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,927 △660

その他 △6 △643

小計 16,446 14,798

利息及び配当金の受取額 194 203

法人税等の支払額 △5,079 △5,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,561 9,621

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 △5,497 △10,980

有価証券の売却及び償還による収入 9,994 11,995

信託受益権の取得による支出 △7,205 △19,345

信託受益権の償還による収入 7,204 18,810

有形固定資産の取得による支出 △4,061 △5,277

有形固定資産の売却による収入 60 42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △907

その他 255 △663

投資活動によるキャッシュ・フロー 749 △6,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,216 △1,735

その他 △56 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,273 △1,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,026 1,504

現金及び現金同等物の期首残高 24,803 31,056

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

106 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,937 32,561
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該当事項なし。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 

２ 各事業区分に属する主な事業内容 

建設事業   ：舗装、土木及びこれらに関する事業 

製造・販売事業：アスファルト合材・乳剤等の製造販売に関する事業 

その他の事業 ：建設用機械・事務用機器等のリース業務、保険代理業務、コンサルタント業務等に関す

る事業 

３ 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第３四半

期連結累計期間から、「工事契約に関する会計基準」を適用している。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、建設事業の売上高が4,769百万円、営業利益が346百万円増加

している。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、記載を省略している。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略している。 

  

（追加情報） 

当第３四半期連結累計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用している。 

  

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、取締役会

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

る。 

当社は、製品・サービス別に事業本部を設置し、それぞれの製品・サービスについての包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開している。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「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いる。 

「建設事業」は、舗装工事、土木工事及びこれらに関連する事業を行っており、「製造・販売事業」

は、アスファルト合材・乳剤及びその他の建設資材等の製造・販売を行っている。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

建設事業 
(百万円)

製造・
販売事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

71,892 47,905 436 120,234 ― 120,234

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 17,193 471 17,664 (17,664) ―

計 71,892 65,098 908 137,899 (17,664) 120,234

営業利益 1,836 8,539 18 10,395 (3,182) 7,212

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要
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(注)  「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。 

  

 
(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る。 

  

  

該当事項なし。 

  

２  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

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
建設事業

製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 77,725 47,644 125,370 467 125,837

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

0 18,859 18,860 454 19,314

計 77,725 66,504 144,230 921 145,151

セグメント利益又は損失(△) 854 7,118 7,972 △14 7,958

３  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 7,972

「その他」の区分の損失(△) △14

セグメント間取引消去 34

全社費用(注) △2,789

四半期連結損益計算書の営業利益 5,202

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）
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                                       （単位：百万円、％） 

 
(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示している。 

  

  

  

4. 補足情報

部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表（個別）

区  分

前第３四半期累計期間

(自 平成21年４月１日

至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日)

増  減

（参 考）前事業年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22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

工

事

部

門

アスファルト舗装 61,857 48.8 63,115 49.2 1,257 2.0 84,185 47.8

コンクリート舗装 1,564 1.2 4,166 3.2 2,602 166.3 1,869 1.0

土木工事 16,799 13.3 15,351 12.0 △1,448 △8.6 20,911 11.9

計 80,221 63.3 82,633 64.4 2,411 3.0 106,967 60.7

製品部門 46,487 36.7 45,639 35.6 △848 △1.8 69,291 39.3

合  計 126,709 100.0 128,272 100.0 1,562 1.2 176,258 100.0

売

上

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 53,507 46.5 59,218 49.4 5,711 10.7 84,641 48.1

コンクリート舗装 501 0.5 1,725 1.4 1,223 243.9 2,367 1.3

土木工事 14,497 12.6 13,295 11.1 △1,202 △8.3 19,759 11.2

計 68,506 59.6 74,238 61.9 5,732 8.4 106,768 60.6

製品部門 46,487 40.4 45,639 38.1 △848 △1.8 69,291 39.4

合  計 114,994 100.0 119,878 100.0 4,883 4.2 176,060 100.0

次

期

繰

越

高

工

事

部

門

アスファルト舗装 26,031 79.0 21,121 70.8 △4,909 △18.9 17,224 80.4

コンクリート舗装 2,554 7.8 3,434 11.5 880 34.5 993 4.6

土木工事 4,355 13.2 5,261 17.7 906 20.8 3,205 15.0

計 32,940 100.0 29,817 100.0 △3,122 △9.5 21,423 100.0

製品部門 ― ― ― ― ― ― ― ―

合  計 32,940 100.0 29,817 100.0 △3,122 △9.5 21,423 100.0
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