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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 59,656 9.6 358 ― 350 ― 94 ―
24年3月期第2四半期 54,432 0.1 △95 ― △250 ― △283 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △52百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △226百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 1.07 ―
24年3月期第2四半期 △3.22 ―

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

25年3月期第2四半期 115,882 56,018 48.3 635.55
24年3月期 128,085 56,681 44.2 643.09
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  55,978百万円 24年3月期  56,664百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 141,000 4.9 4,100 △1.8 4,100 △3.1 2,200 3.2 24.97
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(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 

（注）会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に該当するため、「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」及び「会計上の見積り
の変更」を「有」としております。詳細は、［添付資料］３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修
正再表示」をご覧ください。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想数値は、本資料の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、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。
業績予想に関する事項につきましては、［添付資料］２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 97,616,187 株 24年3月期 97,616,187 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 9,536,578 株 24年3月期 9,503,245 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 88,102,967 株 24年3月期2Q 88,118,027 株



（参考）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、対前期増減率）

円 銭

（注）当四半期における業績修正の有無：無

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記予想数値は、本資料の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、今後の様々な要因に

より異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、［添付資料］２ページ「１．当四

半期決算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」をご覧ください。

通期 127,000 5.3 16.6 20.433,700 4.5 1,800

百万円 　％

１株当たり
売上高 経常利益 当期純利益

当期純利益

百万円 　％ 百万円 　％
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の日本経済は、引き続きの底堅さがみられますが、世界景気の減速等を背景として、

このところ弱めの動きとなってきています。 

当社グループの主要事業である建設関連動向においては、民間設備投資の一部に弱い動きがみられるものの緩や

かに持ち直してきており、住宅建設は横ばいとなっていますが公共投資は堅調に推移しています。 

このような状況下、当社グループの業績は、工事受注高は522億６千７百万円（前年同期比5.1％増）、完成工事

高は470億６百万円（同10.2％増）、総売上高は596億５千６百万円（同9.6％増）となり、利益につきましては、

営業利益３億５千８百万円（前年同期は９千５百万円の営業損失）、経常利益３億５千万円（同２億５千万円の経

常損失）、四半期純利益９千４百万円（同２億８千３百万円の四半期純損失）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。（セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は

振替高を含めて記載しております。） 

（建設事業） 

当社グループの主要部門であり、完成工事高は470億４千７百万円（前年同期比9.9％増）、営業損失は１億８千

７百万円（前年同期は３億３千９百万円の営業損失）となりました。 

（製造・販売事業） 

売上高は150億５千９百万円（前年同期比18.3％増）、営業利益は15億８千万円（同15.5％増）となりました。 

（賃貸事業） 

売上高は25億４千６百万円（同6.6％増）、営業利益は１億１千２百万円（同28.7％増）となりました。 

（その他） 

売上高は６億９千５百万円（同2.8％増）、営業利益は６千２百万円（同54.4％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、1,158億８千２百万円（前連結会計年度比122億２百万円減）となり

ました。これは主に現金預金及び有価証券（譲渡性預金）が６億１千９百万円、未成工事支出金が12億円、有形固

定資産が15億３千９百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が184億１千３百万円減少したことに

よります。 

負債合計は、598億６千４百万円（同115億４千万円減）となりました。これは主に支払手形・工事未払金等が95

億３百万円、未成工事受入金が16億７千８百万円減少したことによります。 

純資産合計は、560億１千８百万円（同６億６千２百万円減）となりました。これは主に四半期純利益を９千４

百万円計上し、株主配当金６億１千６百万円を支払ったことによります。 

  

キャッシュ・フローにつきましては、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（以下「資金」と

いう。）は、前連結会計年度末より６億１千９百万円資金が増加し、256億９千６百万円（前第２四半期連結累計

期間は264億８千４百万円）となりました。 

（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り、資金は42億１百万円の増加（前年同期は45億５千１百万円の増

加）となりました。主な要因は、売上債権の減少等によるものであります。 

（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り、資金は28億９千８百万円の減少（同９億３千１百万円の減少）と

なりました。主な要因は、有形固定資産の取得等によるものであります。 

（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り、資金は６億９千７百万円の減少（同５億７千５百万円の減少）と

なりました。主な要因は、配当金の支払等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の道路建設業界におきましては、復興需要が継続しており、政府建設投資の増加や民間建設投資の緩やかな

回復基調も継続が見込まれます。一方、アスファルト合材製造販売事業については東北地域を除き国内需要の盛り

上がりに欠けるとともに、舗装原材料の高騰が懸念されています。 

 以上の状況を踏まえ、通期の業績見込みにつきましては、平成24年５月15日に開示いたしました予想を変更して

おりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ29百万円増加しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 22,076 12,696

受取手形・完成工事未収入金等 59,011 40,597

有価証券 3,000 13,000

商品 1,738 1,771

未成工事支出金 789 1,989

原材料 778 787

その他 8,604 11,856

貸倒引当金 △298 △296

流動資産合計 95,699 82,402

固定資産   

有形固定資産   

土地 16,175 16,258

その他（純額） 10,645 12,102

有形固定資産合計 26,821 28,360

無形固定資産 383 373

投資その他の資産   

投資有価証券 3,685 3,163

その他 2,958 2,995

貸倒引当金 △1,462 △1,413

投資その他の資産合計 5,181 4,745

固定資産合計 32,386 33,480

資産合計 128,085 115,882

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 36,342 26,839

短期借入金 4,331 4,262

未払金 13,079 11,490

未成工事受入金 3,941 2,263

完成工事補償引当金 47 48

工事損失引当金 196 111

その他 4,599 6,234

流動負債合計 62,539 51,249

固定負債   

長期借入金 6,600 6,600

退職給付引当金 1,952 1,712

その他 311 301

固定負債合計 8,864 8,614

負債合計 71,404 59,864
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,290 12,290

資本剰余金 14,536 14,536

利益剰余金 31,315 30,785

自己株式 △1,570 △1,580

株主資本合計 56,571 56,031

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 170 △124

為替換算調整勘定 △77 71

その他の包括利益累計額合計 93 △52

少数株主持分 16 39

純資産合計 56,681 56,018

負債純資産合計 128,085 115,882

日本道路㈱(1884)　平成25年３月期　第２四半期決算短信

5



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 54,432 59,656

売上原価 50,623 55,405

売上総利益 3,808 4,250

販売費及び一般管理費 3,904 3,892

営業利益又は営業損失（△） △95 358

営業外収益   

受取利息 15 17

受取配当金 47 42

団体定期保険受取配当金 15 48

その他 142 69

営業外収益合計 220 177

営業外費用   

支払利息 95 61

為替差損 262 112

その他 17 10

営業外費用合計 375 185

経常利益又は経常損失（△） △250 350

特別利益   

固定資産売却益 6 2

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 6 10

特別損失   

固定資産売却損 2 19

固定資産除却損 27 39

投資有価証券評価損 12 10

特別損失合計 42 69

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△286 291

法人税、住民税及び事業税 119 157

法人税等調整額 △124 41

法人税等合計 △4 198

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△281 92

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △283 94
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△281 92

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △123 △294

為替換算調整勘定 179 148

その他の包括利益合計 55 △145

四半期包括利益 △226 △52

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △228 △51

少数株主に係る四半期包括利益 1 △1
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△286 291

減価償却費 1,249 1,315

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13 △239

受取利息及び受取配当金 △63 △59

支払利息 145 103

固定資産除却損 27 39

賃貸資産除却損 79 16

賃貸資産の取得による支出 △124 △256

売上債権の増減額（△は増加） 14,678 18,446

未成工事支出金の増減額（△は増加） △748 △1,200

たな卸資産の増減額（△は増加） 98 △34

仕入債務の増減額（△は減少） △6,835 △9,540

未成工事受入金の増減額（△は減少） 52 △1,679

未払金の増減額（△は減少） △2,331 △1,601

その他 △170 303

小計 5,695 5,854

利息及び配当金の受取額 63 59

利息の支払額 △146 △104

法人税等の支払額 △1,061 △1,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,551 4,201

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 △750 △2,707

その他 △181 △190

投資活動によるキャッシュ・フロー △931 △2,898

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） 360 △40

長期借入金の返済による支出 △317 △30

配当金の支払額 △616 △616

その他 △1 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △575 △697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,024 605

現金及び現金同等物の期首残高 23,460 25,076

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 14

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,484 25,696
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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  

（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、不動産業、ソフトウエアの

開発・販売及び事務用機器の販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。

   ２．セグメント利益の調整額△1,252百万円には、セグメント間取引消去23百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,275百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提

出会社の本社管理部門に係る費用であります。  

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

    

Ⅱ 当第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．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  

（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、不動産業、ソフトウエアの

開発・販売及び事務用機器の販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。

   ２．セグメント利益の調整額△1,209百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,225百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提

出会社の本社管理部門に係る費用であります。  

   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おります。 
  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （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 

賃貸事業 計 

売上高              

外部顧客への売上高  42,658  9,257  2,009  53,925  506  54,432  －  54,432

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 151  3,468  380  3,999  170  4,169  △4,169  －

計  42,810  12,725  2,389  57,925  677  58,602  △4,169  54,432

セグメント利益又はセグ
メント損失（△） 

 △339  1,368  87  1,116  40  1,156  △1,252  △95

  （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 

賃貸事業 計 

売上高              

外部顧客への売上高  47,006  9,983  2,163  59,153  503  59,656  －  59,656

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 41  5,076  383  5,501  192  5,693  △5,693  －

計  47,047  15,059  2,546  64,654  695  65,349  △5,693  59,656

セグメント利益又はセグ
メント損失（△） 

 △187  1,580  112  1,505  62  1,567  △1,209  358
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４．（参考）個別財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

（単位　百万円、％）

（資産の部）

流動資産

現金預金

受取手形・完成工事未収入金等

有価証券

商品

未成工事支出金

原材料

短期貸付金

その他

貸倒引当金

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

その他

有形固定資産合計

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

その他

貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

金額

6,411

当第２四半期会計期間

(平成24年９月30日)

13,000

9,690

38,467

628

△ 400△ 410

1,647

756

727

2,194 2,737

36,572 34.0

24,352

△ 403

構成比

16,135

1,326

構成比

66.072,937

16,165

328

11,885

     100122,336

Ⅰ

25,787

55,794

18,744

6,783

85,763

8,216

334

658

3,000

前事業年度

(平成24年３月31日)

754

金額

     100

29.9

4,300

4,178

70.1

Ⅱ

9,622

37,588

1,386

3,710

6,757

11,472

110,525

△ 382
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（単位　百万円、％）

（負債の部）

流動負債

支払手形・工事未払金等

短期借入金

未払金

未成工事受入金

完成工事補償引当金

工事損失引当金

その他

流動負債合計

固定負債

長期借入金

退職給付引当金

その他

固定負債合計

負債合計

（純資産の部）

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産合計

負債純資産合計

（注）１．この四半期貸借対照表は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

　　　　　記載しております。

△ 1.4

2,039

48

5,688

48,216

111

14,536

43.6

7.7

56,742

△ 1,580

51.3

当第２四半期会計期間

(平成24年９月30日)

△ 1,570

8,692

58,928

659

0.1

44.6

0.1

12,290

67,620

12,290

48.2

7.1

55.3

1,932

4,260

33,209

構成比

29,290

14,536

25.9

11.1

13.2

前事業年度

3,746

47

(平成24年３月31日)

金額 構成比

12,912

4,554

6,100

Ⅰ

Ⅱ

11.9

△ 1.3

23.9

196

53,909

28,663

Ⅱ

6,100

1,687

737

Ⅰ

54,546

8,525

10.1

48.8

4,750

168 △ 125

168 △ 125 △ 0.1

△ 0.1

　　 100  122,336

11,458

金額

24,119

　　 100  

48.7

110,525

53,78354,715

　　　２．この四半期貸借対照表は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて

44.7
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（２）四半期損益計算書

（単位　百万円、％）

           

　　　　　   

売　上　原　価

売　上　総　利　益

販売費及び一般管理費

営業利益又は営業損失（△）

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

経常利益又は経常損失（△）

特　別　利　益

特　別　損　失

税　金　費　用

（注）１．この四半期損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

　　　２．この四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて

　　　　　記載しておりますが、科目の区分掲記につきましては、一部要約しております。

△ 366

△ 438

△ 0.6

△ 0.8

0.0

0.3

△ 0.9

△ 0.1

金額

当第２四半期累計期間

6.0

50,283

3,390

3,250

百分比

△ 344

0.4

0.5

93.7

△ 9

△ 72

 (自平成24年４月１日

△ 0.7 0.3

△ 0.0

0.6

6.3

3,306

48,228

2,962 6.1

45,266

6.8

　 　100

0.2

0.2

　 　100

0.4

0.0

0.2

0.3

金額

　　至平成24年９月30日）

Ⅵ 4

132

Ⅲ

        (自平成23年４月１日

前第２四半期累計期間

　　     至平成23年９月30日）

百分比

93.9Ⅱ

68Ⅶ

Ⅳ 280

245Ⅴ

四半期純損失

売 上 高

139

204

149

194△ 309

128

2

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△）

138

53,673Ⅰ
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（３）四半期受注の概要

受注実績

（注）１．受注高は、当該四半期までの累計額であります。

　　　２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

内訳

（ ） ( )

（ ） ( )

（ ） ( )

（ ） ( )

（注）（　　）内のパーセント表示は、構成比率であります。

10,146

58,107

17.3

第２四半期）　　 

百万円

54,806

2,566

0.2

17.5

71

696

110

第２四半期）　　 

5.7

合 計

そ の 他

45,284

6.0

7.4

38

100

％

製 造 ・ 販 売 事 業

平成24年３月期第２四半期

3,301

14.2

平成25年３月期第２四半期 58,107

建 設 事 業

　　（平成25年３月期

100

百万円

82.6

受 注 高

当四半期

6.0

百万円

54,806

47,851

百万円

82.3

53.9

％

増減率

％

前年同四半期

　　（平成24年３月期

0.1

増減

％

9,449
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