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第2四半期連結決算のご報告（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）

経営成績
第2四半期の売上高は1,524億28百万円と前年同期に比べて4.3％の減少となりました。
本年4月の暫定税率失効による公共工事の発注繰延べや、原油価格高騰等による原材料費の
大幅な上昇、受注競争の一層の激化等による経営環境の引き続き厳しい状況のなか、当社およ
び当社連結子会社は、各社が有する技術の優位性を活かした受注活動や、製品事業および開発
事業における販売の強化を推し進めるとともに、コスト削減や
業務の効率化による収益力の向上に取り組んでまいりました。
しかしながら、原油価格高騰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等により、営業損失は16億1
百万円、経常損失は8億2百万円、四半期純損失は13億67百
万円となり、それぞれ前年同期に比べて21億30百万円、21
億14百万円、19億45百万円の損失の増加となりました。

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1,469億1百万円と前年同期に比べて4.9％
の増加、完成工事高は1,099億48百万円と前年同期に比べて6.0％の減少、営業利益
は14億79百万円と前年同期に比べて31.4％の減少となりました。
製造・販売事業
売上高は307億27百万円と前年同期に比べて1.3％の増加、営業損失は4億8百万円と
前年同期に比べて11億94百万円の損失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454万tと前年同期に比べて

9.3％の減少、販売数量は334万tと前年同期に比べて8.9％の減少となりました。
開発事業
売上高は57億77百万円と前年同期に比べて13.7％の減少、営業利益は50百万円と前
年同期に比べて90.5％の減少となりました。

その他の事業
売上高は59億74百万円と前年同期に比べ11.9％の増加、営業利益は4億18百万

円と前年同期に比べて1.3％の増加となりました。
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財務の状況

損益の状況 第108期第2四半期（平成20年度）

第108期第2四半期（平成20年度）

総 資 産 （百万円） 385,324 357,903

純 資 産 (百万円） 163,975 156,685

自己資本比率 （％） 41.9 43.0

1株当たり純資産 （円） 1,354.54 1,292.51

第107期第2四半期（平成19年度）

第107期第2四半期（平成19年度）

売 上 高 (百万円） 159,326 152,428

経 常 利 益 (百万円） 1,312 △ 802

四半期純利益 (百万円） 577 △ 1,367

1株当たり四半期純利益（円） 4.84 △ 11.48
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平成20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 239,846

現金預金 29,529

受取手形・完成工事未収入金等 62,581

未成工事支出金 94,533

たな卸不動産 33,511

繰延税金資産 4,169

その他 15,520

固定資産 118,057

有形固定資産 85,559

建物･構築物 19,062

機械装置･運搬具 12,313

土地 52,433

その他 1,750

無形固定資産 888

投資その他の資産 31,608

投資有価証券 27,486

長期貸付金 881

繰延税金資産 265

その他 2,974

資産合計 357,903

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 110,772百万円

負債の部 単位：百万円

流動負債 178,236

支払手形・工事未払金等 106,824

短期借入金 29

未成工事受入金 55,353

その他 16,029

固定負債 22,981

長期借入金 382

繰延税金負債 5,160

退職給付引当金 10,120

その他 7,318

負債合計 201,217

純資産の部

株主資本 142,764

資本金 15,324

資本剰余金 15,916

利益剰余金 111,673

自己株式 △ 149

評価・換算差額等 11,254

その他有価証券評価差額金 11,254

少数株主持分 2,667

純資産合計 156,685

負債・純資産合計 357,903
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単位：百万円

売上高 152,428

売上原価 143,704

売上総利益 8,723

販売費及び一般管理費 10,325

営業損失（△） △ 1,601

営業外収益 914

営業外費用 115

経常損失（△） △ 802

特別利益 186

特別損失 1,094

税金等調整前四半期純損失（△） △ 1,710

法人税、住民税及び事業税 △ 355

少数株主利益 12

四半期純損失（△） △ 1,367

平成20年4月 1日から
平成20年9月30日まで連結損益計算書要旨

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 △ 4,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5

現金及び現金同等物の増減額 △ 11,232

現金及び現金同等物の期首残高 40,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,485

単位：百万円

売上高 119,314

売上原価 113,232

売上総利益 6,082

販売費及び一般管理費 7,472

営業損失（△） △ 1,390

営業外収益 987

営業外費用 88

経常損失（△） △ 491

特別利益 45

特別損失 1,063

税引前四半期純損失（△） △ 1,509

法人税、住民税及び事業税 △ 442

四半期純損失（△） △ 1,067

（参考）

個別損益計算書要旨
平成20年4月 1日から
平成20年9月30日まで

平成20年4月 1日から
平成20年9月30日まで


