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中間連結決算のご報告（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

財務の状況

損益の状況 第107期中間（平成19年度）

売 上 高 (百万円） 154,711 159,326

経 常 利 益 （百万円） 135 1,312

中間純利益 （百万円） 59 577

1株当たり中間純利益 （円） 0.50 4.84

総 資 産 （百万円） 390,061 385,324

純 資 産 (百万円） 157,885 163,975

自己資本比率 （％） 39.9 41.9

1株当たり純資産 （円） 1,305.37 1,354.54

第107期中間（平成19年度）

第106期中間（平成18年度）

第106期中間（平成18年度）

経営成績
当中間期の売上高は1,593億26百万円と前中間期に比べて3.0％の増加となりました。
また、利益につきましては、受注競争が激化する中で、コスト削減による収益力の向上に取
り組みました結果、5億29百万円の営業利益となり前中間期に比べて11億37百万円の増加、
経常利益は13億12百万円と前中間期に比べて11億76百万円の増加、中間純利益は5億77
百万円と前中間期に比べて5億18百万円の増加となりました。

平成19年9月30日現在連結貸借対照表要旨

資産の部 単位：百万円

流動資産 255,619

現金預金 30,838

受取手形・完成工事未収入金等 76,220

未成工事支出金 96,744

たな卸不動産 28,544

繰延税金資産 4,277

その他 18,993

固定資産 129,704

有形固定資産 85,161

建物･構築物 18,221

機械装置･運搬具 12,276

土地 53,113

その他 1,549

無形固定資産 662

投資その他の資産 43,880

投資有価証券 39,067

長期貸付金 1,670

繰延税金資産 209

その他 2,933

資産合計 385,324

（注）有形固定資産の減価償却累計額 108,324百万円

負債の部 単位：百万円

流動負債 192,381

支払手形・工事未払金等 119,547

短期借入金 0

未成工事受入金 54,286

その他 18,547

固定負債 28,966

長期借入金 440

繰延税金負債 8,963

退職給付引当金 11,518

その他 8,045

負債合計 221,348

純資産の部

株主資本 143,462

資本金 15,324

資本剰余金 15,915

利益剰余金 112,362

自己株式 △140

評価・換算差額等 17,965

その他有価証券評価差額金 17,965

少数株主持分 2,548

純資産合計 163,975

負債・純資産合計 385,324
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事業別の営業の成果
建設事業
当企業集団の主要部門であり、当中間期の受注高は1,400億47百

万円と前中間期に比べて15.0％の減少、完成工事高は1,169億51百
万円と前中間期に比べて3.9％の増加、営業利益は21億47百万円と
前中間期に比べて148.4％の増加となりました。

製造・販売事業
売上高は303億38百万円と前中間期に比べて6.2％の増加、営業

利益は7億85百万円と前中間期に比べて18.2％の増加となりました。
また、主たる製品であるアスファルト合材の製造数量は500万tと前中間期に比べて4.7％の増加、販売数

量は367万tと前中間期と比べて4.4％の増加となりました。

開発事業
売上高は66億97百万円と前中間期に比べて18.5％の減少、営業利益は5億24百万円と前中間期に比べ
て320.3％の増加となりました。

その他の事業
売上高は53億38百万円と前中間期に比べて0.1％の増加、営業利益は4億21百万円と前中間期に比べ

て30.1％の減少となりました。

建設事業 

製造・販売事業 

116,951

30,338
百万円百万円 

百万円百万円 

開発事業 
6,697

その他の事業 
5.338百万円百万円 百万円百万円 

合 計 建設事業 

百万円 
159,326
百万円 

116,951

製造・販売事業 
30,338

開発事業 
6,697

その他の事業 
5,338百万円 

百万円 

百万円 

単位：百万円

売上高 159,326
売上原価 147,196
売上総利益 12,130
販売費及び一般管理費 11,601
営業利益 529
営業外収益 969
営業外費用 186
経常利益 1,312
特別利益 187
特別損失 623
税金等調整前中間純利益 876
法人税、住民税及び事業税 297
法人税等調整額 △52
少数株主損益 53
中間純利益 577

平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで連結損益計算書要旨

単位：百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,807

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,025

現金及び現金同等物に係る換算差額 6

現金及び現金同等物の増減額 1,950

現金及び現金同等物の期首残高 28,852

非連結子会社の新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1

連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10

現金及び現金同等物の中間期末残高 30,793

平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで連結キャッシュ・フロー計算書要旨

（注）1株当たりの中間純利益　4円84銭

連結株主資本等変動計算書要旨

単位：百万円

平成19年3月31日 残高 15,324 15,915 113,229 △128 144,341 20,012 2,544 166,898
中間連結会計期間中の変動額
利益処分による剰余金の配当 △1,430 △1,430 △1,430
中間純利益 577 577 577
自己株式の取得 △11 △11 △11
自己株式の処分 0 0 0 0
連結子会社減少に伴う剰余金の減少 △14 △14 △14
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） △2,047 3 △2,043
中間連結会計期間中の変動額合計 - 0 △867 △11 △879 △2,047 3 △2,923
平成19年9月30日 残高 15,324 15,915 112,362 △140 143,462 17,965 2,548 163,975

株主資本 評価・
換算差額等

純資産
合計

少数株主
持分資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで
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中間単体決算のご報告（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

資産の部 単位：百万円

流動資産 168,750

現金･預金 13,689

受取手形 12,280

完成工事未収入金・売掛金 55,199

販売用不動産・開発事業等支出金 28,259

未成工事支出金 40,572

繰延税金資産 3,927

その他 14,819

固定資産 126,753

有形固定資産 82,209

建物･構築物 17,348

機械装置･運搬具 10,840

土地 52,512

その他 1,508

無形固定資産 625

投資その他の資産 43,918

投資有価証券 34,447

長期貸付金 1,947

その他 7,523
資産合計 295,503

（注）有形固定資産の減価償却累計額 102,116百万円

負債の部 単位：百万円

流動負債 124,498
支払手形 16,807
工事未払金・買掛金 75,214
未払金 9,207
未成工事受入金 15,062
その他 8,206

固定負債 20,384
繰延税金負債 8,666
退職給付引当金 4,517
預り保証金敷金 6,822
その他 378

負債合計 144,883

純資産の部
株主資本 132,938
資本金 15,324
資本剰余金 15,915
利益剰余金 101,838
自己株式 △140

評価・換算差額等 17,681
その他有価証券評価差額金 17,681

純資産合計 150,619

負債・純資産合計 295,503

単位：百万円

売上高 126,321

売上原価 117,223

売上総利益 9,098

販売費及び一般管理費 8,737

営業利益 360

営業外収益 594

営業外費用 140

経常利益 815

単位：百万円

特別利益 41

特別損失 561

税引前中間純利益 295

法人税、住民税及び事業税 111

法人税等調整額 91

中間純利益 93

平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで

平成19年9月30日現在貸借対照表要旨

損益計算書要旨

財務レビュー

●主要部門である舗装土木、建築等の建設事業の受注高は、前中間期に比べて17.5％減少
して、1,027億62百万円（前中間期1,244億93百万円）となりました。

●売上高は、建設事業等が増加したことにより、前中間期に比べて6.8％増加して、1,263
億21百万円（前中間期1,182億25百万円）となりました。

●営業損益は、建設事業の売上高の増加及び売上総利益率の増加等により、3億60百万円
（前中間期△3億74百万円）となりました。また、経常利益は8億15百万円（前中間期73
百万円）を計上しました。

●法人税等を控除した中間純損益は、93百万円（前中間期△54百万円）となりました。


