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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 29,680 0.2 1,390 7.1 1,392 8.0 1,139 ―

30年3月期第2四半期 29,627 25.1 1,298 △14.5 1,289 △14.4 △1,567 ―

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　1,262百万円 （―％） 30年3月期第2四半期　　△1,415百万円 （―％）

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

31年3月期第2四半期 28.22 ―

30年3月期第2四半期 △38.84 ―

(2) 連結財政状態

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

31年3月期第2四半期 65,102 28,984 44.5 717.39

30年3月期 72,192 28,098 38.9 696.09

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 28,984百万円 30年3月期 28,098百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

31年3月期 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 76,100 △6.8 5,100 △18.2 5,100 △18.3 4,300 89.1 106.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期2Q 40,414,407 株 30年3月期 40,414,407 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 11,310 株 30年3月期 48,336 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 40,381,914 株 30年3月期2Q 40,366,484 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。業績予想につきましては、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

２．当社は平成30年11月30日（金）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料につきましては、開催後速やかに当
社ホームページに掲載する予定です。



　

(参考) 平成31年３月期の個別業績予想（平成30年４月1日～平成31年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 72,200 △7.2 4,900 △14.7 4,100 107.4 101.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、通商問題の動向に対する警戒感が広がるなかで景気減速懸念

が高まりましたが、好調な企業業績を背景に設備投資や雇用環境の改善が続き、総じて緩やかな回復基調を辿りま

した。

道路建設業界におきましては、公共投資、民間の建設投資ともに底堅さを維持したものの、アスファルトをはじ

めとする原材料価格が一段と騰勢を強めるなど、予断を許さない事業環境となりました。

このような情勢のもと、当社グループでは、本年５月に策定した新たな「中期経営計画（2018-2020年度）」に基

づき、中核事業の競争力強化に注力するとともに、将来における事業環境の変化に対しても迅速、的確、柔軟に対

応できる強固な経営基盤の構築に向け、各種施策を推進してまいりました。

また、豪雨や地震などといった自然災害が相次ぐなか、社会資本整備の一端を担う企業グループとして、事業活

動を通じた被災地の復旧・復興支援にも尽力してまいりました。

当第２四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332

億30百万円（前年同期比15.8％減）となり、前年に大型工事の受注があったことに加え、本年６月に営業停止処分

を受けた影響などもあり、前年の実績を大きく下回る結果となりましたが、工事施工の順調な進捗などにより、売

上高は296億80百万円（前年同期比0.2％増）、経常利益は13億92百万円（前年同期比8.0％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は11億39百万円（前年同期は15億67百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）をそれぞれ確

保し、損益面においては、前年に特別損失として独占禁止法関連損失引当金繰入額を計上していたことなどから、

大幅な改善となりました。なお、当第２四半期末における第３四半期以降への繰越工事高は319億２百万円（前年同

期比18.8％減）となりました。

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。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四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70億90百万円減少の651億２百万円とな

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72億63百万円の減少となる一方、アスファルトプラン

トの更新等による有形固定資産の増加などにより固定資産は１億73百万円の増加となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し79億76百万円減少の361億17百万円とな

りました。流動負債は、仕入債務が減少したことなどにより72億56百万円の減少となり、また、長期借入金や退

職給付に係る負債の減少などにより、固定負債は７億19百万円の減少となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、期末配当金の支払により４億３百万円減少いたしましたが、親

会社株主に帰属する四半期純利益11億39百万円の計上や退職給付に係る調整累計額の変動などにより、前連結会

計年度末と比較し８億86百万円増加の289億84百万円となりました。この結果、自己資本比率は44.5％となりまし

た。

　

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」

当第２四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13億86百万円を計上したことに加え、

売上債権の回収が進み、完成工事未収金や売掛金が減少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、26億43百万円の資金増加（前年同期は54億65百万円の資金増加）となりました。

「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を更新したことな

どにより、投資活動によるキャッシュ・フローは８億84百万円の資金減少（前年同期は13億84百万円の資金減

少）となりました。

「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におきましては、期末配当金の支払に加え、借入金の一部返済を実施したことに

より、財務活動によるキャッシュ・フローは８億５百万円の資金減少（前年同期は10億88百万円の資金減少）

となりました。

　

以上の結果、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の期末残高は前連結会計年度末と比べ９

億53百万円増加し、156億91百万円となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の経営成績等を勘案して前回（平成

30年８月７日）公表の予想数値を修正しており、通期の連結業績につきましては、売上高761億円、営業利益51億

円、経常利益51億円、親会社株主に帰属する当期純利益43億円をそれぞれ見込んでおります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 14,737 15,691

受取手形・完成工事未収入金等 28,259 16,436

未成工事支出金 4,348 7,709

材料貯蔵品 300 362

その他 2,361 2,545

貸倒引当金 - △2

流動資産合計 50,007 42,743

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 7,717 7,831

機械、運搬具及び工具器具備品 17,726 17,954

土地 14,037 14,045

建設仮勘定 67 362

減価償却累計額 △19,523 △19,949

有形固定資産合計 20,025 20,245

無形固定資産 224 218

投資その他の資産

その他 1,935 1,895

貸倒引当金 - △0

投資その他の資産合計 1,935 1,895

固定資産合計 22,185 22,358

資産合計 72,192 65,102
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 24,748 17,033

短期借入金 1,008 1,103

未払法人税等 642 317

未成工事受入金 4,176 5,171

完成工事補償引当金 87 82

工事損失引当金 207 236

賞与引当金 1,047 1,091

独占禁止法関連損失引当金 3,036 3,036

その他 1,803 1,428

流動負債合計 36,758 29,501

固定負債

長期借入金 3,000 2,500

退職給付に係る負債 4,253 4,033

その他 82 83

固定負債合計 7,336 6,616

負債合計 44,094 36,117

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 508

利益剰余金 26,949 27,685

自己株式 △24 △5

株主資本合計 29,425 30,189

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24 26

退職給付に係る調整累計額 △1,351 △1,230

その他の包括利益累計額合計 △1,327 △1,204

純資産合計 28,098 28,984

負債純資産合計 72,192 65,102
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 29,627 29,680

売上原価 26,149 26,062

売上総利益 3,478 3,618

販売費及び一般管理費 2,179 2,227

営業利益 1,298 1,390

営業外収益

受取配当金 1 1

業務委託料 9 9

受取賃貸料 10 10

雑収入 10 9

営業外収益合計 31 30

営業外費用

支払利息 14 11

支払保証料 15 8

雑支出 9 8

営業外費用合計 40 28

経常利益 1,289 1,392

特別利益

固定資産売却益 0 10

受取補償金 56 -

特別利益合計 56 10

特別損失

固定資産除却損 2 5

独占禁止法関連損失引当金繰入額 2,722 -

違約金 14 10

その他 - 0

特別損失合計 2,739 16

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（△）

△1,393 1,386

法人税、住民税及び事業税 174 246

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,567 1,139

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,567 1,139
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,567 1,139

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 1

退職給付に係る調整額 151 121

その他の包括利益合計 152 123

四半期包括利益 △1,415 1,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,415 1,262

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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（△）

△1,393 1,386

減価償却費 541 618

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △149 43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △244 △220

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減
少）

2,722 -

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 14 11

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △10

有形固定資産除却損 2 5

売上債権の増減額（△は増加） 7,932 11,829

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,483 △3,361

仕入債務の増減額（△は減少） △3,430 △7,714

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,872 995

その他 322 △282

小計 5,705 3,296

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △13 △11

法人税等の支払額 △227 △642

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,465 2,643

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 △1,367 △873

有形固定資産の売却による収入 3 12

貸付金の回収による収入 5 5

その他 △26 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,384 △884

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） 95 95

長期借入金の返済による支出 △500 △500

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △683 △400

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088 △805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,991 953

現金及び現金同等物の期首残高 12,350 14,737

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,342 15,691
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

　 (追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

　 連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

　 負債の区分に表示しております。

３．補足情報

　 四半期個別受注の概況

個別受注の実績

受 注 高

31年３月期第２四半期 30,948百万円 △17.8%

30年３月期第２四半期 37,639百万円 1.0%

（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）
前第２四半期 当第２四半期

（平成30年３月期 （平成31年３月期 増 減 前 期

区 分 第２四半期） 第２四半期） （平成30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 13,838 36.8 7,900 25.5 △5,937 △42.9 28,114 36.1

受
注
高

国内民間 16,696 44.4 15,906 51.4 △789 △4.7 34,085 43.8

　 計 30,534 81.2 23,807 76.9 △6,727 △22.0 62,200 79.9

製 品 部 門 等 7,104 18.8 7,140 23.1 36 0.5 15,659 20.1

合 計 37,639 100.0 30,948 100.0 △6,691 △17.8 77,860 100.0
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