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中間連結決算のご報告（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）

経営成績
当中間期の売上高は1,422億85百万円と前中間期に比べて4.7％の増となりました。
また、利益につきましては、コスト削減と業務効率化に努めたものの、原油価格の上昇等の
影響を受け、営業損益は1億66百万円の損失となり前中間期に比べて2億58百万円の減、経
常利益は6億2百万円と前中間期に比べて29.2％の減、中間純利益は6億56百万円と前中間
期に比べて71.5％の増となりました。

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、すべての連結会
社が当該事業を営んでいます。
受注高は1,704億15百万円と前中間期と比べ

13.7％の増、完成工事高は1,080億45百万円と
前中間期に比べ4.9％の増となりました。

製造・販売事業
売上高は244億1百万円と前中間期に比べ6.8％

の減となりました。
また、主たる製品であるアスファルト合材の製造

数量は451万ｔと前中間期に比べ4.4％の減、販売量は341万ｔと前中間期と比べ2.9％
の減となりました。なお、連結子会社は当該事業を営んでいません。

開発事業
売上高は57億84百万円と前中間期に比べ35.6％の増となりました。なお、連結子会

社は当該事業を営んでいません。

その他の事業
売上高は40億54百万円と前中間期に比べ62.7％の減となりました。なお、連結

子会社は当該事業を営んでいません。
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財務の状況

損益の状況 第104期中間（平成16年度）

売 上 高 (百万円） 135,907 142,285

経 常 利 益 （百万円） 850 602

中間純利益 （百万円） 382 656

1株当たり中間純利益 （円・銭） 3･27 5･51

株 主 資 本 (百万円） 158,181 142,078

総 資 産 （百万円） 346,632 360,745

株主資本比率 （％） 45.6 39.4

1株当たり株主資本 （円・銭） 1,352･18 1,191･64

第104期中間（平成16年度）

第103期中間（平成15年度）

第103期中間（平成15年度）
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単位：百万円

売上高 142,285

営業費用 142,452

営業利益 △ 166

営業外収益 1,106

営業外費用 337

経常利益 602

単位：百万円

特別利益 826
特別損失 566
税金等調整前中間純利益 862
法人税、住民税及び事業税 483
法人税等調整額 △ 309
少数株主利益 31
中間純利益 656

平成16年4月1日から
平成16年9月30日まで

平成16年9月30日現在連結貸借対照表要旨

連結損益計算書要旨

単位：百万円

(資本剰余金の部)

期首残高 15,914

増加高 0

中間期末残高 15,914

(利益剰余金の部)

期首残高 101,492

増加高 656

減少高 1,515

中間期末残高 100,632

単位：百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 618

現金及び現金同等物に係る換算差額 50

現金及び現金同等物の増減額 61

現金及び現金同等物の期首残高 20,113

現金及び現金同等物の中間期末残高 20,175

平成16年4月1日から
平成16年9月30日まで

平成16年4月1日から
平成16年9月30日まで連結剰余金計算書要旨 連結キャッシュ・フロー計算書要旨

資産の部 単位：百万円

流動資産 241,032

現金預金 20,266

受取手形・完成工事未収入金等 64,641

未成工事支出金 98,077

たな卸不動産 29,502

繰延税金資産 8,705

その他 19,838

固定資産 119,712

有形固定資産 82,866

建物･構築物 18,331

機械装置・運搬具 10,956

土地 51,191

その他 2,386

無形固定資産 542

投資・その他の資産 36,303

投資有価証券 24,060

長期貸付金 9,214

繰延税金資産 231

その他 2,797

資産合計 360,745

（注）１．有形固定資産の減価償却累計額 97,977百万円
２．１株当たりの中間純利益 5円51銭

負債の部 単位：百万円

流動負債 187,803

支払手形・工事未払金等 106,582

短期借入金 2,101

未成工事受入金 56,612

その他 22,507

固定負債 28,908

長期借入金 1

繰延税金負債 1,595

退職給付引当金 16,053

その他 11,257

負債合計 216,712

少数株主持分 1,954

資本の部

資本金 15,324

資本剰余金 15,914

利益剰余金 100,632

その他有価証券評価差額金 10,299

自己株式 △ 92

資本合計 142,078

負債､少数株主持分及び資本合計 360,745
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中間単体決算のご報告

資産の部 単位：百万円

流動資産 168,375

現金預金 7,926

受取手形 6,495

完成工事未収入金・売掛金 49,445

販売用不動産・開発事業等支出金 28,907

未成工事支出金 52,388

繰延税金資産 8,466

その他 14,745

固定資産 118,392

有形固定資産 81,770

建物・構築物 17,929

機械装置・運搬具 10,921

土地 50,586

その他 2,333

無形固定資産 508

投資その他の資産 36,113

投資有価証券 21,415

長期貸付金 9,095

その他 5,601
資産合計 286,767

（注）１．有形固定資産の減価償却累計額 95,974百万円
２．１株当たりの中間純利益 4円65銭

負債の部 単位：百万円

流動負債 130,646
支払手形 15,361
工事未払金・買掛金 70,316
未払金 13,211
未成工事受入金 24,699
その他 7,056

固定負債 18,934
長期繰延税金負債 1,453
退職給付引当金 9,412
預り保証金敷金 7,525
その他 543

負債合計 149,581

資本の部

資本金 15,324
資本剰余金 15,914
資本準備金 15,913
その他資本剰余金 0

利益剰余金 95,819
利益準備金 3,731
任意積立金 90,182
中間未処分利益 1,905

株式等評価差額金 10,221
自己株式 △ 92
資本合計 137,186
負債・資本合計 286,767

単位：百万円

売上高 112,945

営業費用 113,115

営業利益 △ 170

営業外収益 852

営業外費用 279

経常利益 402

特別利益 490

単位：百万円

特別損失 142

税引前中間純利益 751

法人税、住民税及び事業税 430

法人税等調整額 △ 233

中間純利益 554

前期繰越利益 1,351

中間未処分利益 1,905

平成16年4月1日から
平成16年9月30日まで

平成16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13.7％増
加して、1,704億15百万円(前中間期1,498億40百万円)となりました。

●売上高は、製造・販売事業で減少しましたが、全体では前中間期に比べて4.7％増加し
て、1,422億85百万円(前中間期1,359億7百万円)となりました。

●営業利益は、売上高の減少等により△1億66百万円(前中間期92百万円)となりました。
また、経常利益は6億2百万円(前中間期8億50百万円)を計上いたしました。

●法人税等を控除した中間純利益は、6億56百万円(前中間期3億82百万円)となりました。




