




 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

  

  

(％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：有 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際

の業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期３Ｑ 146,772,037株 22年3月期 146,772,037株

②期末自己株式数 23年3月期３Ｑ 3,170,314株 22年3月期 196,979株

③期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期３Ｑ 145,245,113株 22年3月期３Ｑ 145,921,457株

  (参考) 平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

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 62,000 △12.6 2,060 △47.7 1,890 △47.0 1,800 △44.3 12.53
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策効果等により一部に改善の動きが

見られたものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、また、円高の進行や海外経済の減速懸念によ

り、次第に先行き不透明感が強まるなど、本格的な回復には至らないまま推移いたしました。 

道路建設業界におきましても、公共事業費が大幅に抑制されるなか、縮小する建設市場を巡る企業間

競争は熾烈を極め、さらには主要資材であるアスファルトの仕入価格も上昇基調を示すなど、事業環境

はより一層厳しいものとなりました。 

このような状況のもと、当社グループでは、収益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促

進に全力を挙げて取り組むとともに、引き続き、効率性の向上やコストコントロール、製品販売価格の

見直し等に注力することにより、収益確保を図ってまいりました。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産

事業等売上高を含む）は440億16百万円（前年同期比11.4％減）、売上高は333億49百万円（前年同期比

9.3％減）となり、また、完成工事高および製品売上高の減少に加え、原材料価格の上昇が大きく影響

したことにより、経常利益は４億４百万円（前年同期比67.5％減）、四半期純利益は３億14百万円（前

年同期比73.0％減）にとどまる結果となりました。 

なお、当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から

第３四半期に比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用につ

いては年間を通じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し55億83百万円減少の447億64

百万円となりました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は53億77百万円の減少となり、ま

た、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産がそれぞれ僅かに減少し、固定資産は、２億６百

万円の減少となりました。 

一方、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、仕入債務が減少したことや借入金を一部返済した

ことなどにより、前連結会計年度末と比較し43億81百万円減少の376億16百万円となりました。前連結

会計年度末において流動負債に含まれていた１年以内に返済期日を迎える長期借入金のうち101億50百

万円について借換えを行ったことなどにより、流動負債は133億36百万円の減少、固定負債は89億55百

万円の増加となっております。 

また、純資産については、当第３四半期連結累計期間において四半期純利益３億14百万円を計上した

ものの、平成22年８月に自己株式（Ａ種優先株式1,000,000株およびＢ種優先株式1,970,000株）を取得

したことにより、当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較し12億２百万

円減少の71億47百万円となりました。この結果、自己資本比率は16.0％となりました。 

  

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

①財政状態の分析
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当第３四半期連結累計期間におきましては、税金等調整前四半期純利益３億84百万円を計上したも

のの、繁忙期である第４四半期の仕入れにかかる支払により仕入債務が減少したこと、また手持工事

の増加に伴い未成工事支出金が増加したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、９

億40百万円の資金減少となりました。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備の更新を

実施したことなどにより、投資活動によるキャッシュ・フローは２億26百万円の資金減少となりまし

た。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、借入金の一部返済に加え、平成22年８月にＡ種優先株

式およびＢ種優先株式の一部取得を実施したことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは25億

25百万円の資金減少となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末

と比べ36億92百万円減少し、９億82百万円となりました。  

  

平成23年３月期の連結業績見通しにつきましては、当第３四半期連結累計期間における収益状況等を

勘案し、平成22年11月８日に公表いたしました「平成23年３月期 第２四半期決算短信」における予想

数値を下記のとおり修正いたしました。 

［平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）］ 

 
  

②キャッシュフローの状況

「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」

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

前回公表値 今回公表値 増減率（％）

売上高        （百万円） 62,500 62,500 ―

営業利益       （百万円） 2,250 2,150  △  4.4

経常利益       （百万円） 2,070 1,980 △  4.3

当期純利益      （百万円） 1,850 1,850 ―

１株当たり当期純利益 （円 銭） 12.88 12.88 ―
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該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。   

  
  

 
  

 
  

  

  

  

  

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

（会計処理基準に関する事項の変更） 
第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整前四半期純利益は55百万円、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、68百万円であり
ます。

（表示方法の変更） 
「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）に基づく財務諸表
等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３
四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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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 632 533

受取手形・完成工事未収入金等 9,501 20,227

未成工事支出金 13,524 5,156

材料貯蔵品 347 356

短期貸付金 362 4,154

その他 3,526 2,880

貸倒引当金 △96 △132

流動資産合計 27,798 33,176

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,962 6,887

機械、運搬具及び工具器具備品 15,436 15,521

土地 12,169 12,174

建設仮勘定 － 31

減価償却累計額 △18,357 △18,266

有形固定資産合計 16,211 16,349

無形固定資産 124 126

投資その他の資産

その他 1,396 1,466

貸倒引当金 △767 △769

投資その他の資産合計 629 696

固定資産合計 16,965 17,171

資産合計 44,764 50,348
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 16,360 22,857

短期借入金 1,000 10,665

未払法人税等 65 118

未成工事受入金 6,424 3,032

完成工事補償引当金 200 243

工事損失引当金 286 236

賞与引当金 190 388

その他 636 959

流動負債合計 25,163 38,500

固定負債

長期借入金 8,650 －

退職給付引当金 3,699 3,469

その他 103 29

固定負債合計 12,453 3,498

負債合計 37,616 41,998

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,550 1,550

利益剰余金 5,120 4,806

自己株式 △1,529 △19

株主資本合計 7,141 8,337

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6 12

評価・換算差額等合計 6 12

純資産合計 7,147 8,349

負債純資産合計 44,764 50,348
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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 36,775 33,349

売上原価 32,035 29,804

売上総利益 4,739 3,544

販売費及び一般管理費 3,284 3,005

営業利益 1,455 538

営業外収益

土地賃貸料 13 13

受取遅延利息 25 －

雑収入 12 15

営業外収益合計 51 28

営業外費用

支払利息 220 136

雑支出 42 26

営業外費用合計 263 162

経常利益 1,244 404

特別利益

固定資産売却益 6 13

貸倒引当金戻入額 8 44

その他 2 1

特別利益合計 17 59

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 9 21

固定資産撤去費 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54

その他 1 3

特別損失合計 41 80

税金等調整前四半期純利益 1,221 384

法人税、住民税及び事業税 58 70

少数株主損益調整前四半期純利益 － 314

四半期純利益 1,162 314
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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 1,221 384

減価償却費 613 589

貸倒引当金の増減額（△は減少） 136 △44

賞与引当金の増減額（△は減少） △75 △197

退職給付引当金の増減額（△は減少） 204 230

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54

受取利息及び受取配当金 △4 △3

支払利息 220 136

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △12

有形固定資産除却損 9 21

売上債権の増減額（△は増加） 10,417 10,755

未成工事支出金の増減額（△は増加） △11,193 △8,368

仕入債務の増減額（△は減少） △4,283 △6,497

未成工事受入金の増減額（△は減少） 7,067 3,391

未払消費税等の増減額（△は減少） △415 △643

その他 159 △381

小計 4,070 △584

利息及び配当金の受取額 4 3

利息の支払額 △306 △209

法人税等の支払額 △107 △150

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,661 △940

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 △815 △285

有形固定資産の売却による収入 13 36

投資有価証券の売却による収入 8 －

ゴルフ会員権の売却による収入 5 4

貸付金の回収による収入 11 12

その他 △22 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △798 △226

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） △579 －

長期借入れによる収入 － 10,150

長期借入金の返済による支出 △1,000 △11,165

自己株式の取得による支出 － △1,510

その他 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,580 △2,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,282 △3,692

現金及び現金同等物の期首残高 880 4,675

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,163 982
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  該当事項はありません。 
  

当社は、平成22年８月31日付で、当社Ａ種優先株式の一部および当社Ｂ種優先株式の一部について

取得しております。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が1,510百万円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において自己株式が1,529百万円となっております。 

  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

(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

4． 補足情報

個別受注の実績

受 注 高

23年3月期第３四半期 43,310百万円  △11.9%

22年3月期第３四半期 49,164百万円     4.8%

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額

   ②パーセント表示は、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳 （単位：百万円）

前年第３四半期 当第３四半期

（平成22年3月期 （平成23年3月期 増 減 前 期

区   分  第３四半期） 第３四半期） （平成22年3月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 14,777 30.0 9,334 21.5 △5,442 △36.8 20,791 30.7

受 
注 
高

国内民間 19,953 40.6 20,863 48.2 909 4.6 26,198 38.7

  計 34,730 70.6 30,197 69.7 △4,532 △13.1 46,990 69.4

 製 品 部 門 等 14,434 29.4 13,113 30.3 △1,321 △9.2 20,741 30.6

合   計 49,164 100.0 43,310 100.0 △5,854 △11.9 67,731 100.0
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