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連結決算のご報告（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

経営成績
当連結会計年度の売上高は4,059億61百万円と前期に比べて7.3％の減少となりました。
利益につきましては、公共投資の縮減や受注競争の激化が進む中、きめ細かい営業活動や、
コスト削減と業務の効率化に努めてまいりましたが、売上高が減少したことおよび原油価格の
高騰等による材料費の大幅な上昇を十分に価格転嫁できなかったことにより、営業利益は67
億78百万円と前期に比べて36.1%の減少、経常利益は76億84百万円と前期に比べて36.6％
の減少となり、当期純利益は26億87百万円と前期に比べて53.6％の減少となりました。

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、受注高は

2,878億56百万円と前期に比べて6.8％の
減少、完成工事高は3,029億9百万円と前
期に比べて7.6％の減少、営業利益は81億
34百万円と前期に比べて6.9％の増加とな
りました。
製造・販売事業
売上高は760億78百万円と前期に比べて

3.2％の増加、営業利益は35億64百万円と前
期に比べて30.7％の減少となりました。
また、主たる製品であるアスファルト合材の製造数量は1,226万tと前期に比べて1.0％
の増加、販売数量は906万tと前期に比べて1.1％の増加となりました。

開発事業
売上高は140億68百万円と前期に比べて40.6 ％の減少、営業利益は4億37百万円と前
期に比べて82.7％の減少となりました。

その他の事業
売上高は129億5百万円と前期に比べ3.2％の増加、営業利益は11億33百万円と

前期に比べて13.6％の減少となりました。
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財務の状況

損益の状況 第107期（平成19年度）

第107期（平成19年度）

総 資 産 （百万円） 435,415 405,016

純 資 産 (百万円） 166,898 160,970

自己資本比率 （％） 37.7 39.1

1株当たり純資産 （円） 1,378.97 1,328.28

第106期（平成18年度）

第106期（平成18年度）

売 上 高 (百万円） 437,708 405,961

経 常 利 益 (百万円） 12,118 7,684

当期純利益 (百万円） 5,792 2,687

1株当たり当期純利益 （円） 48.60 22.55
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単位：百万円

売上高 405,961

売上原価 376,190

売上総利益 29,771

販売費及び一般管理費 22,993

営業利益 6,778

営業外収益 1,795

営業外費用 888

経常利益 7,684

(注) １株当たりの当期純利益 22円55銭

単位：百万円

特別利益 227

特別損失 2,421

税金等調整前当期純利益 5,490

法人税、住民税及び事業税 1,147

法人税等調整額 1,417

少数株主利益 238

当期純利益 2,687

平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで

平成20年3月31日現在連結貸借対照表要旨

連結損益計算書要旨

資産の部 単位：百万円

流動資産 284,429

現金預金 40,762

受取手形・完成工事未収入金等 111,128

未成工事支出金 77,079

たな卸不動産 34,019

繰延税金資産 3,590

その他 17,850

固定資産 120,587

有形固定資産 85,445

建物･構築物 19,070

機械装置･運搬具 12,478

土地 52,228

その他 1,668

無形固定資産 788

投資その他の資産 34,352

投資有価証券 30,017

長期貸付金 876

繰延税金資産 218

その他 3,239

資産合計 405,016

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 109,775百万円

負債の部 単位：百万円

流動負債 219,182

支払手形・工事未払金等 153,114

短期借入金 0

未成工事受入金 43,077

その他 22,989

固定負債 24,863

長期借入金 426

繰延税金負債 6,140

退職給付引当金 10,614

その他 7,681

負債合計 244,045

純資産の部

株主資本 145,566

資本金 15,324

資本剰余金 15,916

利益剰余金 114,471

自己株式 △ 145

評価・換算差額等 12,723

その他有価証券評価差額金 12,723

少数株主持分 2,681

純資産合計 160,970

負債・純資産合計 405,016
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平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで連結キャッシュ･フロー計算書要旨

単位：百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,512

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103

現金及び現金同等物の増減額 11,874

現金及び現金同等物の期首残高 28,852

連結範囲変更等に伴う増減額 △9

現金及び現金同等物の期末残高 40,717

平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,430 △1,430 △1,430

当期純利益 2,687 2,687 2,687

自己株式の取得 △19 △19 △19

自己株式の処分 0 2 2 2

△15 △15 △15

△7,289 136 △7,153

- 0 1,241 △16 1,224 △7,289 136 △5,928

平成20年3月31日 残高 15,324 15,916 114,471 △145 145,566 12,723 2,681 160,970

株主資本

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

評価・換算
差額等

連結子会社減少に伴う
剰余金の減少
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の
変動額合計
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受 注 高 (百万円）

売 上 高 (百万円）

経 常 利 益 (百万円）

当期純利益 (百万円）

1株当たり当期純利益（円）

総　資　産 （百万円）

純　資　産 （百万円）

1株当たり純資産 （円）

業績の推移

営業の成果
当期の受注高は、3,038億70百万円と前期に比べて8.0％の減少、売上高は、3,019

億97百万円と前期に比べて10.8％の減少となりました。
利益につきましては、公共工事の縮減や受注競争の激化が進む中で、全社一丸となって
努力してまいりましたが、経常利益は49億56百万円と前期に比べて49.9％の減少とな
りました。
また、当期純利益は7億8百万円となりました。
なお、株主配当金につきましては安定配当政策のもと、１株につき、普通配当12円と

させていただきました。

部門別営業の成果
工事部門
当期の受注工事高は、2,058億31百万円と前期に比べて8.5％の減少、完成工事高
は2,039億68百万円と前期に比べて12.7％の減少となりました。

製品部門
当期のアスファルト合材およびその他の製品販売の売上高は、764億10百万円となり、
前期に比べて3.1％の増加となりました。

開発事業等の部門
当期の開発事業等の受注高は、216億27百万円と前期に比べて30.9％の減少、売上高
は216億17百万円と前期に比べて30.2％減少いたしました。

第104期
（平成16年度）

第105期
（平成17年度）

第106期
（平成18年度）

当　期
（平成19年度）

309,445 315,376 330,450 303,870

304,847 311,154 338,609 301,997

6,097 6,603 9,894 4,956

3,383 3,410 4,058 708

27.70 28.61 34.05 5.95

312,155 324,481 343,343 316,887

140,002 148,111 153,908 146,210

1,173.65 1,242.52 1,291.33 1,226.92
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資産の部 単位：百万円

流動資産 198,911

現金･預金 22,177

受取手形 16,081

完成工事未収入金・売掛金 74,022

販売用不動産・開発事業等支出金 33,754

未成工事支出金 35,696

繰延税金資産 3,362

その他 13,815

固定資産 117,976

有形固定資産 82,612

建物･構築物 18,261

機械装置･運搬具 11,092

土地 51,627

その他 1,630

無形固定資産 738

投資その他の資産 34,624

投資有価証券 25,841

長期貸付金 953

その他 7,829

資産合計 316,887

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 103,372百万円

負債の部 単位：百万円

流動負債 153,830

支払手形 20,197

工事未払金・買掛金 99,349

未払金 10,358

未成工事受入金 15,118

その他 8,806

固定負債 16,846

繰延税金負債 6,008

退職給付引当金 3,661

預り保証金敷金 6,797

その他 378

負債合計 170,676

純資産の部

株主資本 133,548

資本金 15,324

資本剰余金 15,916

利益剰余金 102,453

自己株式 △ 145

評価・換算差額等 12,662

その他有価証券評価差額金 12,662

純資産合計 146,210

負債・純資産合計 316,887

単位：百万円

特別利益 54

特別損失 2,291

税引前当期純利益 2,718

法人税、住民税及び事業税 577

法人税等調整額 1,432

当期純利益 708

平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで

平成20年3月31日現在貸借対照表要旨

損益計算書要旨

単位：百万円

売上高 301,997

売上原価 280,337

売上総利益 21,659

販売費及び一般管理費 17,189

営業利益 4,469

営業外収益 1,028

営業外費用 541

経常利益 4,956

(注) １株当たりの当期純利益 5円95銭




