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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第98期中 第99期中 第100期中 第98期 第99期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 29,396 32,875 34,293 105,876 100,803

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △3,136 △3,194 △4,702 938 944

当期純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △1,645 △2,073 △3,639 560 593

純資産額 (百万円) 18,263 18,310 17,447 20,756 22,593

総資産額 (百万円) 70,102 70,709 77,722 85,437 84,043

１株当たり純資産額 (円) 405.61 405.07 367.62 457.83 462.38

１株当たり当期 
純利益又は中間 
純損失(△)

(円) △36.46 △45.86 △75.54 11.65 12.94

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.1 25.9 22.4 24.3 26.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,256 △185 △714 2,309 1,798

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,501 △2,296 △1,316 △5,272 △2,256

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △732 △745 2,088 5,011 △2,029

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 7,024 5,807 6,670 9,047 6,569

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
1,752
(579)

1,852
(530)

1,883
(549)

1,822
(531)

1,797
(495)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第99期の1株当たり配当額10円には、創立75周年記念配当2円を含んでおります。 

回次 第98期中 第99期中 第100期中 第98期 第99期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 17,148 18,344 24,390 73,047 73,353

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △2,455 △2,325 △2,599 1,019 1,141

当期純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △1,559 △1,472 △1,859 445 903

資本金 (百万円) 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584

発行済株式総数 (株) 52,200,239 52,200,239 52,200,239 52,200,239 52,200,239

純資産額 (百万円) 19,844 20,233 20,504 22,076 23,444

総資産額 (百万円) 52,492 57,603 63,157 66,235 72,579

１株当たり純資産額 (円) 396.63 404.56 402.55 440.58 459.99

１株当たり当期純利益 
又は中間純損失(△)

(円) △31.17 △29.44 △36.50 8.21 17.89

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― 5 10

自己資本比率 (％) 37.8 35.1 32.5 33.3 32.3

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
1,126
(488)

1,129
(439)

1,256
(446)

1,128
(433)

1,280
(380)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が提出会社の関係会社から除外となりました。 

佐藤道路㈱は、平成17年10月1日に㈱渡辺組との合併により関係会社に該当しなくなりました。 

 よって、当中間期において持分法を適用すると利害関係者の判断を誤らせる恐れがあるため、 

 当期首より除外いたしました。 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

 
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  

   ２  議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数を記載しております。  

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

     

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業 
の内容

議決権の所有 
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社） 50  

置賜土木㈱ 山形県長井市 18 建設事業 （50）
当社の建設事業において、工事の発
注・受注を行っております。

その他子会社2社          ―   ―       ― ―         ―

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

建設事業 1,100(327)

製造販売・環境事業等 519(222)

全社(共通) 264( - )

合計 1,883(549)

従業員数(名) 1,256(446)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の回復に加え、個

人消費にも持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調を保ちましたが、当社グループの事業の

中核である道路建設業界におきましては、公共事業の減少が継続し、価格競争が熾烈を極め、一層厳し

い環境となりました。 

このような環境下、当社グループは全力を挙げて業績向上に努めてまいりました結果、受注高は

47,247百万円（前年同期比7.5％増加）と増加し、売上高は34,293百万円（前年同期比4.3％増加）とな

りました。 

利益面におきましては、完成工事の採算悪化、建設資材の高騰等や工事損失引当金を計上したことな

どから、営業損失は4,027百万円（前年同期、営業損失2,982百万円）、経常損失4,702百万円（前年同

期、経常損失3,194百万円）、固定資産の減損に係る会計基準適用による減損損失の計上等により中間

純損失は3,639百万円（前年同期、中間純損失2,073百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割

合が大きいため、連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期

と下半期の業績に季節的変動があります。 

ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は34,293百万円、営業費用は38,320百万円でありますが、前

連結会計年度における売上高は100,803百万円、営業費用は99,704百万円でありました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①建設事業 

公共工事の減少が続くなか、不動産投資の増加等民間部門の回復に焦点をあわせ民需中心に積極的

な営業展開に努めてまいりました結果、工事受注高は33,121百万円（前年同期比8.6％増加）となり

ました。完成工事高は20,167百万円（前年同期比3.9％増加）となりました。 

利益面におきましては、施工体制の整備等によるコスト削減を進めましたが、大型工事の採算悪化

から利益率が低下し、営業損失1,999百万円（前年同期、営業損失1,258百万円）となりました。 

②建設材料等の製造販売・環境事業等 

価格競争は引き続き激しいものの材料価格の高騰から、売上価格への転嫁がやや進み、売上高は

14,126百万円（前年同期比4.9％増加）となりました。 

利益面におきましては、需要低迷による価格競争が依然厳しく、一部においてはやや持ち直しては

いるものの、営業損失1,098百万円（前年同期、営業損失840百万円）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・フローでは、714百万円減少（前年同期は185百万円の減少）しました。

その主な内訳は下記のとおりであります。 

 
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1,316百万円減少（前年同期は2,296百万円の減少）しまし

た。その主な内訳は下記のとおりであります。 

 
財務活動によるキャッシュ・フローでは、2,088百万円増加（前年同期は745百万円の減少）しまし

た。これは借入金の増加と貸株による預り金が増加したことによります。 

以上により当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、64百万円増加（前年同期は3,241百万円

減少）し、6,670百万円（前年同期5,807百万円）となりました。 

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

税金等調整前当期純利益 

中間純損失（△）
△3,161百万円 △5,218百万円 676百万円

売上債権による増減 20,582百万円 20,376百万円 2,577百万円

仕入債務による増減 △12,127百万円 △11,654百万円 △1,090百万円

未成工事受入金による増減 2,661百万円 △138百万円 796百万円

未成工事支出金による増減 △7,134百万円 △4,660百万円 △2,499百万円

退職給付引当金による増減 △24百万円 △120百万円 △71百万円

法人税等の支払 △1,060百万円 △383百万円 △1,205百万円

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

有形固定資産の取得による減少 △1,230百万円 △778百万円 △1,588百万円

投資有価証券取得による減少 △40百万円 △1,191百万円 △177百万円

投資有価証券・固定資産売却による

増加
137百万円 911百万円 1,376百万円

子会社株式取得による増減 △41百万円 86百万円 △248百万円

関係会社等への貸付による増減 △1,183百万円 △193百万円 △1,224百万円



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 事業別受注・売上・次期繰越高 

事業別受注・売上・次期繰越高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)１．輸出額はありません。 

    

  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

前
期
繰
越
高

建設事業

舗装工事 21,177 83.7 17,727 77.1 21,177 83.7

土木工事 4,124 16.3 5,260 22.9 4,124 16.3

計 25,301 100.0 22,988 100.0 25,301 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ― ― ―

合計 25,301 100.0 22,988 100.0 25,301 100.0

受
注
高

建設事業

舗装工事 25,384 57.7 28,274 59.8 52,976 53.8

土木工事 5,120 11.7 4,847 10.3 12,736 12.9

計 30,504 69.4 33,121 70.1 65,713 66.7

製造販売・環境事業等 13,460 30.6 14,126 29.9 32,776 33.3

合計 43,965 100.0 47,247 100.0 98,490 100.0

売
上
高

建設事業

舗装工事 16,529 50.3 16,789 49.0 56,426 56.0

土木工事 2,886 8.8 3,377 9.8 11,600 11.5

計 19,415 59.1 20,167 58.8 68,026 67.5

製造販売・環境事業等 13,460 40.9 14,126 41.2 32,776 32.5

合計 32,875 100.0 34,293 100.0 100,803 100.0

期
末
繰
越
高

建設事業

舗装工事 30,032 82.5 29,212 81.3 17,727 77.1

土木工事 6,358 17.5 6,730 18.7 5,260 22.9

計 36,391 100.0 35,942 100.0 22,988 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ― ― ―

合計 36,391 100.0 35,942 100.0 22,988 100.0



(2) 建設事業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 
(注) １ 期中施工高は(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

２ 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額

を含んでおります。 

３ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

４ 完成工事高は、「工事完成基準」により計上しております。 

  

② 受注工事高及び完成工事高について 

当社グループは、建設市場の状況を反映して工事の完成が下半期に集中し、最近３年間についてみ

ても次のように上半期は、年間の21.7％～28.5％と季節的に変動するのが常態となっております。 

  

 
  

期別 工事別
期首繰越 
工事高 
(百万円)

期中受注
工事高 
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工事高 
(百万円)

期末繰越工事高
期中
施工高 
(百万円)

手持
工事高 
(百万円)

うち施工高 
(％) (百万円)

前中間連結会計期間
(自平成16年４月１日
至平成16年９月30日)

舗装工事 21,177 25,384 46,561 16,529 30,032 33.3 10,011 22,670

土木工事 4,124 5,120 9,245 2,886 6,358 21.6 1,372 3,921

計 25,301 30,504 55,806 19,415 36,391 31.3 11,384 26,591

当中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

舗装工事 17,727 28,274 46,002 16,789 29,212 32.1 9,364 19,268

土木工事 5,260 4,847 10,107 3,377 6,730 21.7 1,467 2,957

計 22,988 33,121 56,110 20,167 35,942 30.1 10,831 22,226

前連結会計年度
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

舗装工事 21,177 52,976 74,153 56,426 17,727 38.8 6,885 59,441

土木工事 4,124 12,736 16,861 11,600 5,260 35.9 1,887 13,150

計 25,301 65,713 91,015 68,026 22,988 38.2 8,772 72,590

期別

受注工事高 完成工事高

１年通期(Ａ) 
(百万円)

上半期(Ｂ) 
(百万円)

(Ｂ)／(Ａ)
(％)

１年通期(Ａ)
(百万円)

上半期(Ｂ) 
(百万円)

(Ｂ)／(Ａ)
(％)

第97期 70,336 28,052 39.8 69,564 15,306 22.0

第98期 64,536 33,722 52.3 72,430 15,698 21.7

第99期 65,713 30,504 46.4 68,026 19,415 28.5

第100期 ― 33,121 ― ― 20,167 ―



③ 受注工事高の受注方法別比率 

工事の受注方法は、特命発注と競争入札に大別されます。 

  

 
(注) 百分比は受注金額比であります。 

  

④ 完成工事高 

  

 
(注) １ 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 請負金額１億円以上の主なもの 

 
  

当中間連結会計期間 請負金額１億円以上の主なもの 

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％)

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

舗装工事 61.3 38.7 100.0

土木工事 75.4 24.6 100.0

計 63.7 36.3 100.0

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

舗装工事 61.9 38.1 100.0

土木工事 92.4 7.6 100.0

計 66.4 33.6 100.0

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

舗装工事 3,947 12,581 16,529

土木工事 193 2,692 2,886

計 4,140 15,274 19,415

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

舗装工事 6,875 9,913 16,789

土木工事 436 2,940 3,377

計 7,312 12,854 20,167

国土交通省 ４１号豊山豊場北電線共同溝工事（愛知県）

北海道開発局 ２７４号札幌市白井高架橋舗装修繕工事（北海道）

都市基盤整備公団 千葉北部地区平成15年度公共都計道３・３・４号線復
工区舗装他工事（千葉県）

東京都 新加平橋架替工事のうち取付道路復旧工事（東京都）

倉敷市役所 倉敷運動公園陸上競技場舗装改修工事（岡山県）

日本貨物鉄道㈱ 山形コンテナセンター新設（土木）工事（山形県）

国土交通省 ３６１号権兵衛トンネル木曽舗装（岐阜県）

防衛庁 厚木（１５）誘導路等改修工事（神奈川県）

日本道路公団 高知自動車道（四車線化）新宮舗装工事（高知県）

日本道路公団 上信越自動車道豊田舗装工事（長野県）

首都高速道路公団 （改維）床版耐久性向上対策工事２―６（東京都）



２ 連結売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりでありま

す。 

前中間連結会計期間 

該当する相手先はありません。 

当中間連結会計期間 

該当する相手先はありません。 

  

⑤ 手持工事高(平成17年９月30日) 

  

 
(注) 手持工事のうち請負金額１億円以上の主なもの 

 
  

(3) 製造販売事業における生産販売実績 

  

 
(注) １ 生産実績には、各連結会社内の建設事業での使用数量及び連結会社間の販売数量を含んでおります。 

２ 販売実績は外部顧客に対するものであり、連結売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありま

せん。 

  

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

舗装工事 14,717 14,495 29,212

土木工事 2,209 4,521 6,730

計 16,926 19,016 35,942

国土交通省 ２号西淀川地区電線共同溝工事（大阪府） 平成18年３月完成予定

国土交通省 春日和田山道路２加都地区舗装工事（兵庫県） 平成18年３月完成予定

日本道路公団 首都圏中央連絡自動車道木更津舗装工事（千葉県） 平成18年７月完成予定

日本道路公団 東九州自動車道長野舗装工事（福岡県） 平成17年12月完成予定

成田国際空港㈱ 一期地区誘導路フィレット改良等工事（千葉県） 平成18年６月完成予定

関西国際空港㈱ 滑走路・誘導路等工事（その３）（大阪府） 平成18年８月完成予定

製品生産実績 製品販売実績

売上高計
アスファ 
ルト乳剤

アスファ 
ルト合材 
砕石

アスファルト乳剤
アスファルト合材

砕石
商品等

(千トン)
(千トン) 
(千㎥)

(千トン)
金額
(百万円)

(千トン)
(千㎥)

金額
(百万円)

(百万円) (百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

64
682 
298

61 2,958
582
407

3,542
763

6,196 13,460

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

41
888 
246

57 3,068
609
216

3,982
714

6,360 14,126

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

172
2,173 
660

169 8,242
1,478
621

9,129
1,335

14,068 32,776



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  



５【研究開発活動】 

当社グループは技術力の充実を企業戦略上の重要施策の一つとして認識し、道路舗装を中心とした新工

法・新製品の開発に積極的に取り組んでいるほか、道路の総合的な調査・評価システムの開発等、官公庁

などの顧客に対する技術提案を行っております。 

これらの研究開発にあたっては本社技術部と技術研究所とが中心になり、他の事業部や施工現場と連携

をとりながら、機能・品質の向上、コストの縮減、安全性の向上、環境保全等、顧客の信頼と満足が得ら

れるよう鋭意努力しております。また、大学、官公庁、民間企業等の研究機関と共同した研究・開発も行

っており、その成果は新工法・新製品の開発や特許・実用新案の取得に寄与しております。 

当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は158百万円でありますが、当社での研究開発は、建設

事業と、建設材料製造事業の両部門に密接に関連させて研究開発を行っているため、その内容をセグメン

ト別に分類することは困難であります。 

［主な研究開発］ 

（１）舗装工法に係る研究開発 

排水性舗装の直下層の水密性は舗装の耐久性に大きな影響を与えます。その対応として、分解剤併用型

のアスファルト撒布装置付きのアスファルトフィニッシャを用い、特殊高濃度改質アスファルト乳剤の多

量撒布により、排水機能を確保しつつ遮水機能を向上させた表層を低コストで構築する方法（ＰＯＳＭＡ

Ｃ）を開発し、施工実績を重ねるとともに、実施権を供与した道路会社及び機械メーカーとで本工法の研

究会を設立し、さらなる工法改良と普及を図っております。 

環境舗装関連では、大都市圏におけるヒートアイランド現象の緩和に寄与することが期待されている舗

装技術として、自己吸湿型保水性舗装工法（モイスチャロード）や特殊な塗料を路面に塗布し太陽熱の路

面への吸収を遮断する遮熱性舗装（ヒートシールド工法）の他、透水性舗装を開発・施工しております。

（２）舗装材料に係る研究開発 

排水性舗装の適用箇所の条件に即した最適な排水性舗装用高粘度バインダーの選択を可能とするパーミ

バインダーシリーズを開発・販売しているほか、乳剤を撒布した路面上を舗装施工機械が走行したときに

施工機械のタイヤに付着しにくいタックコート用乳剤（タックファインＥ）を開発し、販売実績を伸ばし

ております。また、自由な色彩の舗装施工を可能とする明色バインダーや加熱アスファルト合材を使用せ

ず環境に優しい常温舗装についても材料開発と工法開発を行っております。 

（３）舗装管理システムに関する研究開発 

我が国の経済の成熟化に伴い、社会資本の維持管理の重要性が増すにつれ、道路のアセットマネージ

メントの必要性が高まっております。そのベースとなる路面性状測定車（ＣＨＡＳＰＡ）と舗装たわみ

測定装置（ＦＷＤ）による評価データをデータベースやマッピングシステムと組合わせた総合的な舗装

の維持管理システム（ＴＯＡ－ＰＭＭＳ）の開発と改良を行っております。 

（４）景観・体育施設用舗装に係る研究開発 

 歩道や自転車道のカラー舗装材として、耐磨耗性・耐久性に優れた薄層舗装材料（ニューカラーコー

ト・Ｅ）を開発し各地で好評を博しております。 

（５）鉄道用省力化軌道に係る研究開発 

鉄道新幹線スラブ軌道用の緩衝材料であるセメント・アスファルトモルタル（ＣＡモルタル）のコスト

縮減や一層の施工性向上のための研究開発を行っております。このＣＡモルタルは国内の新幹線をはじ

め、台湾新幹線にも採用されたほか、中国や欧州での高速鉄道工事での採用が期待されております。 

（６）土木用材料に係る研究開発 

 産業廃棄物処分場用の遮水材や地下構造物の漏水個所へ適用するアスファルト系免震材の開発を他機

関と共同で行っております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(建設事業) 

当中間連結会計期間に重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

(製造販売・環境事業等) 

当中間連結会計期間に重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
(注) 定款において「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定められております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 191,042,000

計 191,042,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月９日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名

内容

普通株式 52,200,239 同左
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式

計 52,200,239 同左 ― ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 当社は自己株式を1,265,100株所有し、その発行済株式総数に対する割合は2.42％であります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年9月30日 ― 52,200 ― 7,584 ― 5,619

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３－１－１ 2,407 4.61

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 2,392 4.58

株式会社三井住友銀行 東京都中央区有楽町１－１－２ 2,072 3.97

太平洋興業株式会社 東京都港区六本木７－３－３ 2,033 3.89

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 1,854 3.55

東亜道路従業員持株会 東京都港区六本木７－３－７ 1,600 3.07

佐伯建設工業株式会社 大阪市中央区備後町２－４－６ 1,350 2.59

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 1,200 2.30

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 1,038 1.99

東亜道路取引先持株会 東京都港区六本木７－３－７ 999 1.91

計 ― 16,946 32.46



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式100株が含まれております。 

２ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ  

62,000株(議決権62個)及び200株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式  1,265,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式  3,474,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  46,530,000 46,530 ―

単元未満株式 普通株式   931,239 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 52,200,239 ― ―

総株主の議決権 ― 46,530 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
東亜道路工業株式会社

東京都港区六本木7-3-7 1,265,000 ― 1,265,000 2.42

(相互保有株式) 
若葉建設株式会社

仙台市若林区卸町東5-2-
23

910,000 ― 910,000 1.74

(相互保有株式) 
富士建設株式会社

北海道室蘭市中央町3-5-
13明治生命ビル

910,000 ― 910,000 1.74

(相互保有株式) 
株式会社梅津組

山形県長井市高野町1－4
－15

850,000 ― 850,000 1.63

(相互保有株式) 
株式会社サンロック

新潟県岩船郡荒川町大字
佐々木字大坪1083-4

500,000 ― 500,000 0.96

(相互保有株式) 
株式会社 
東亜利根ボーリング

東京都港区六本木7-3-3 300,000 ― 300,000 0.57

(相互保有株式) 
株式会社乃木坂リース

東京都港区六本木4-11-4 4,000 ― 4,000 0.01

計 ― 4,739,000 4,739,000 9.08



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 585 439 424 408 409 429

最低(円) 434 335 346 362 365 381



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府

令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24

年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第

５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)並びに当中間連結会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受け

ております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度末

(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 現金及び預金 5,807 6,670 6,569

 受取手形・ 
 完成工事未収入金等

※３ 15,337 13,784 33,001

 未成工事支出金 12,411 12,567 7,853

 その他たな卸資産 1,955 2,266 1,930

  短期貸付金 3,813 2,009 3,677

 前払年金費用 272 ― ―

 繰延税金資産 1,349 2,352 520

 その他 3,385 5,153 2,842

 貸倒引当金 △333 △237 △240

 流動資産合計 43,999 62.2 44,568 57.3 56,154 66.8

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 ※５

建物及び構築物 ※１ 4,861 6,121 4,890

機械装置及び運搬具 5,101 4,529 4,914

土地 ※１ 12,318 15,294 12,458

建設仮勘定 271 418 237

その他 284 273 270

有形固定資産合計 22,836 32.3 26,637 34.3 22,772 27.1

無形固定資産 389 0.6 966 1.2 860 1.0



 

  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度末

(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

投資その他の資産

投資有価証券 ※４ 2,576 4,072 2,628

長期貸付金 14 863 413

繰延税金資産 225 109 464

その他 1,154 1,390 1,309

貸倒引当金 △486 △886 △559

投資その他の資産合計 3,483 4.9 5,549 7.2 4,256 5.1

 固定資産合計 26,710 37.8 33,153 42.7 27,889 33.2

 資産合計 70,709 100.0 77,722 100.0 84,043 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 支払手形及び工事未払金等 16,072 17,739 27,332

 短期借入金 ※1,6 16,887 19,411 14,223

 未払法人税等 123 132 426

 未成工事受入金 6,002 4,113 4,152

 完成工事補償引当金 32 27 29

 工事損失引当金 ― 211 ―

 その他 ※４ 1,780 3,051 2,139

 流動負債合計 40,899 57.8 44,687 57.5 48,304 57.5

Ⅱ 固定負債

 長期借入金 ※１ 7,956 10,300 9,714

 繰延税金負債 76 39 30

 再評価に係る繰延税金負債 651 1,601 652

 退職給付引当金 1,088 743 739

 役員退職慰労引当金 303 337 336

 連結調整勘定 198 724 425

 その他 574 1,186 1,091

   固定負債合計 10,850 15.4 14,933 19.2 12,988 15.4

   負債合計 51,749 73.2 59,620 76.7 61,293 72.9



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度末

(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(少数株主持分)

少数株主持分 649 0.9 653 0.9 156 0.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,584 10.7 7,584 9.8 7,584 9.0

Ⅱ 資本剰余金 5,620 7.9 6,850 8.8 6,864 8.2

Ⅲ 利益剰余金 5,350 7.6 3,423 4.4 7,503 8.9

Ⅳ 土地再評価差額金 954 1.4 6 0.0 955 1.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金 381 0.5 718 0.9 292 0.4

Ⅵ 自己株式 △1,581 △2.2 △1,134 △1.5 △606 △0.7

 資本合計 18,310 25.9 17,447 22.4 22,593 26.9

 負債、少数株主持分 
 及び資本合計

70,709 100.0 77,722 100.0 84,043 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

Ⅰ 売上高 32,875 100.0 34,293 100.0 100,803 100.0

Ⅱ 売上原価 31,360 95.4 33,519 97.7 90,901 90.2

売上総利益 1,514 4.6 774 2.3 9,902 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 4,497 13.7 4,801 14.0 8,802 8.7

営業利益又は営業損失(△) △2,982 △9.1 △4,027 △11.7 1,099 1.1

Ⅳ 営業外収益

 受取利息 32 43 72

 受取配当金 33 53 34

 連結調整勘定償却額 16 95 41

 その他 62 144 0.4 95 287 0.8 237 386 0.3

Ⅴ 営業外費用

 支払利息 157 217 358

 貸倒引当金繰入額 ― 285 ―

 持分法による投資損失 130 393 13

 その他 68 356 1.0 66 962 2.8 169 540 0.5

経常利益又は経常損失(△) △3,194 △9.7 △4,702 △13.7 944 0.9

Ⅵ 特別利益

  固定資産売却益 ※２ 4 61 139

  投資有価証券売却益 15 10 390

  貸倒引当金戻入 106 3 78

  過年度償却債権取立益 34 ― 34

  前期損益修正益 ― 59 ―

 その他 31 191 0.6 19 153 0.4 60 703 0.7

Ⅶ 特別損失

 固定資産売却損 ※３ 19 133 71

 固定資産除却損 ※４ 69 13 102

 投資有価証券評価損 ― ― 8

会員権評価損 7 9 14

貸倒損失 ― ― 472

減損損失 ※７ ― 485 ―

その他 61 157 0.5 28 669 1.9 302 971 0.9

税金等調整前当期純利益 
又は中間純損失(△)

△3,161 △9.6 △5,218 △15.2 676 0.7

法人税、住民税及び事業税 △915 △1,590 561

法人税等調整額 ― △915 △2.8 ― △1,590 △4.6 △439 121 0.1

少数株主利益 
又は損失（△）

△172 △0.5 11 0.0 △38 △0.0

当期純利益又は 
中間純損失(△)

△2,073 △6.3 △3,639 △10.6 593 0.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 5,620 6,864 5,620

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 合併による増加高 ― ― 635

 ２ 自己株式処分差益 0 0 0 0 608 1,243

Ⅲ 資本剰余金減少高

 １ 連結除外による減少高 
     （自己株式処分差益）

― ― 14 14 ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

5,620 6,850 6,864

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 7,689 7,503 7,689

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 ― ― 593

 ２  減資による増加高 ― ― 64

 ３ その他 ― ― 179 179 ― 658

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 中間純損失 2,073 3,639 ―

 ２ 配当金 230 474 230

 ３ 役員賞与金 35 ― 35

 ４ 連結除外による減少高 ― 60 ―

  ５ 合併による減少高 ― ― 577

 ６ 持分変動による減少高 ― 85 ―

 ７ 土地再評価差額金取崩額 ― 2,338 ― 4,260 0 843

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

5,350 3,423 7,503



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日

当中間連結会計期間

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

前連結会計年度

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前当期純利益・中間純損 
  失(△)

△3,161 △5,218 676

  減価償却費 803 871 1,913

  減損損失 ― 485 ―

  連結調整勘定償却額 △16 △95 △41

  貸倒引当金の増加・減少(△)額 △16 310 31

   工事損失引当金の増加・減少(△)額 ― 211 ―

  退職給付引当金の増加・減少(△)額 △24 △120 △71

  有形固定資産除却損 69 13 102

  投資有価証券・会員権評価損 7 9 23

  受取利息及び受取配当金 △65 △96 △107

  支払利息 157 217 358

  持分法による投資損失・利益(△) 130 393 13

  固定資産売却損・益(△) 15 71 △67

  投資有価証券売却損・益（△） △5 △10 △390

  売上債権の減少・増加(△)額 20,582 20,376 2,577

  未成工事支出金の減少・増加(△)額 △7,134 △4,660 △2,499

  たな卸資産の減少・増加(△)額 △342 △327 △234

  仕入債務の増加・減少(△)額 △12,127 △11,654 △1,090

  未払消費税等の増加・減少(△)額 △778 △536 △329

  未成工事受入金の増加・減少(△)額 2,661 △138 796

  その他 206 △310 1,599

小計 960 △208 3,260

  利息及び配当金の受取額 88 89 101

  利息の支払額 △174 △212 △359

  法人税等の支払額 △1,060 △383 △1,205

営業活動によるキャッシュ・フロー △185 △714 1,798



 

  

前中間連結会計期間

自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日

当中間連結会計期間

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

前連結会計年度末

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 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 △ 1,230 △ 778 △ 1,588

  有形固定資産の売却による収入 34 795 580

  投資有価証券の取得による支出 △ 40 △ 1,191 △ 177

  投資有価証券の売却による収入 102 115 796

  子会社株式の取得による支出 △ 41 △58 △ 248

  連結範囲の変更を伴う子会社株式の
   取得

― 144 ―

  貸付による支出 △ 2,032 △ 766 △ 2,917

  貸付金の回収による収入 848 573 1,692

  その他 62 △ 151 △ 392

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,296 △ 1,316 △ 2,256

Ⅲ 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 ― 2,538 △ 3,095

  短期借入による収入 2,384 ― ―

  短期借入金の返済による支出 △ 1,971 ― ―

  長期借入による収入 685 800 4,280

  長期借入金の返済による支出 △ 1,654 △ 2,242 △ 4,239

  貸株預り金による収入 ― 1,480 ―

  自己株式の売却による収入 ― 0 1,204

  自己株式の取得による支出 △ 3 △ 14 △ 22

  配当金の支払額 △ 224 △ 462 △ 216

  少数株主への配当金の支払額 ― △ 12 △ 1

  少数株主からの払込による収入 38 ― 62

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 745 2,088 △ 2,029

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 13 6 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 3,241 64 △ 2,478

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,047 6,569 9,047

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の 
  増加額

― 37 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末） 
  残高

5,807 6,670 6,569



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

連結子会社の数

 トーアスポーツ施設㈱等

 30社

当中間連結会計期間において

次のとおり連結子会社が増

加・減少しております。

新規設立による増  2社

新規取得による増  1社

株式売却による減  1社

連結子会社の数

 姶建産業㈱等

39社

当中間連結会計期間において

次のとおり連結子会社が増

加・減少しております。

新規取得による増  3社

持分法より変更    6社

重要性により増    1社

合併による減        1社

連結子会社の数

  姶建産業㈱等

30社

当連結会計年度において次

の通り連結子会社が増加・

減少しております。

新規設立による増    6社

新規取得による増  1社

持分法より変更    1社

合併による減        5社

株式売却による減  1社

主要な非連結子会社名 

 ㈱ＷＩＮＧ 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼしておりません。

主要な非連結子会社名

       ―――――

 

主要な非連結子会社名 

 ㈱ＷＩＮＧ 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。

２ 持分法の適用に

関する事項

持分法適用の関連会社の数

   東亜興発㈱等     12社

持分法適用の関連会社の数

㈱ＩＷＤ等           5社

持分法適用の関連会社の数

東亜興発㈱等    11社

(1)持分法非適用の主要な 

  非連結子会社名 

  ㈱ＷＩＮＧ 

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微なため、持分法の

適用から除外しておりま

す。

(1)持分法非適用の主要な 

  非連結子会社名

       ―――――

(1)持分法非適用の主要な 

  非連結子会社名 

  ㈱ＷＩＮＧ 

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微なため、持分法の

適用から除外しておりま

す。

(2)持分法非適用の主要な 

  関連会社名 

  ㈱ミヤギレキセイ等2社 

上記の持分法非適用の関連

会社は、中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微なため、持分法の適用

から除外しております。

(2)持分法非適用の主要な

  関連会社名

  ㈱ミヤギレキセイ  1社

同左

(2)持分法非適用の主要な

  関連会社名

 ㈱ミヤギレキセイ等2社

上記の持分法非適用の関連

会社は、当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微なため、持分法の適用

から除外しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社の中間決算日

は、１社を除いて、提出会

社と一致しております。な

お、その中間決算日は7月31

日であります。

連結子会社の中間決算日

は、３社を除いて、提出会

社と一致しております。な

お、その中間決算日は5月31

日と6月30日、7月31日であ

ります。

連結子会社の決算日は、２

社を除いて、提出会社と一

致しております。なお、そ

の決算日は11月30日と1月31

日であります。

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同中間決算日

現在の中間財務諸表を使用

し、9月30日までの期間に発

生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、5月31日の会社

については、中間連結決算

日現在で作成した中間財務

諸表を使用しております。6

月30日と7月31日の会社につ

いては同中間決算日現在の

中間財務諸表を使用し、9月

30日までの期間に発生した

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。

連結財務諸表の作成にあた

っては、11月30日の会社に

ついては、連結決算日現在

で作成した財務諸表を使用

しております。1月31日の会

社については同決算日現在

の財務諸表を使用し、3月31

日までの期間に発生した重

要な取引については、連結

上必要な調整を行っており

ます。

４ 会計処理基準に

関する事項

 (1) 重要な資産の

評価基準及び

評価方法

有価証券 

①満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)

有価証券 

①満期保有目的の債券 

     同左

有価証券 

①満期保有目的の債券 

     同左

②その他有価証券 

 時価のあるもの

中間連結会計期間末日
の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は、全
部資本直入法により処
理し、売却原価は移動
平均法により算定)

②その他有価証券 

 時価のあるもの

     同左
 
 
 
 

②その他有価証券 

  時価のあるもの

連結会計期間末日の市場
価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部資本
直入法により処理し、売
却原価は移動平均法によ
り算定)               

  時価のないもの 
   移動平均法に基づく原
   価法

時価のないもの
      同左

 時価のないもの 
      同左

たな卸資産

①未成工事支出金

  個別法に基づく原価法

②材料貯蔵品

たな卸資産

①未成工事支出金

同左

②材料貯蔵品

たな卸資産

①未成工事支出金

同左

②材料貯蔵品

  総平均法に基づく原価法

③製品

同左

③製品

同左

③製品

  総平均法に基づく原価法

④商品

  総平均法に基づく原価法

同左

④商品

同左

同左

④商品

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (2) 重要な減価償

却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

 定率法を採用しておりま

す。

 ただし、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物附

属設備を除く)について

は、定額法を採用してお

ります。

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税

法に規定する方法と同一

の基準によっておりま

す。

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。なお、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金

の計上基準

①貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②完成工事補償引当金

 完成工事の瑕疵担保によ

る補償損失に備えるた

め、当中間連結会計期間

末に至る１年間の完成工

事高に前３事業年度の完

成工事高に対する工事補

償費の発生割合を乗じた

額に、将来の補償見込額

を加味して計上しており

ます。

②完成工事補償引当金

同左

②完成工事補償引当金

 完成工事の瑕疵担保によ

る補償損失に備えるた

め、完成工事高に前３事

業年度の完成工事高に対

する工事補償費の発生割

合を乗じた額に、将来の

補償見込額を加味して計

上しております。

③      ――――― ③工事損失引当金

  受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当中間

連結会計期間末未成工事

のうち損失の発生が見込

まれ、その金額を合理的

に見積もることができる

工事について、損失見込

額を計上しております。

③      ―――――



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

④退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生した

と認められる額を計上し

ております。

当中間連結会計期間末に

提出会社において、前連

結会計年度末に計上した

前払年金費用より、当中

間連結会計期間において

費用処理した退職給付費

用を控除した残額を流動

資産に前払年金費用とし

て計上しております。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額

法により按分した額を翌

連結会計年度から費用処

理しております。

④退職給付引当金

    同左

    ―――――

    同左

④退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しておりま

す。

    ―――――

 

同左

    ―――――  過去勤務債務はその発生

時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法に

より発生した連結会計年

度より費用処理しており

ます。

 過去勤務債務はその発生

時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法に

より当連結会計年度より

費用処理しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、支給内規

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、支給内規

に基づく期末要支給額を

計上しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (4) 完成工事高の

計上基準

工事完成基準を採用してお

ります。

同左 同左

 (5) 重要なリース

取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

 (6) 重要なヘッジ

会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしているので、特例処

理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッ

ジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

 ヘッジ手段…金利スワッ 

            プ

 ヘッジ対象…借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。

ヘッジ手段…金利スワッ 

            プ

 ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスク  

 を回避する目的で金利ス

ワップを行っておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

 同左

④ヘッジ有効性評価の方法

 特例処理による金利スワ

ップのみのため、有効性

の評価を省略しておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

 同左

 (7) その他(中間)

連結財務諸表

作成のための

基本となる事

項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャッ

シュ・フロー計

算書)における資

金の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な

投資であります。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

            ―――――
固定資産の減損に係る会計基準

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会  

平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

り営業損失、経常損失は55百万円減

少し、税金等調整前中間純損失は

429百万円増加しております。

  なお、減損損失累計額について

は、各資産の金額から直接控除して

おります。

           ―――――

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

たな卸資産の評価基準及び評価方法

 当社は当中間連結会計期間より材

料貯蔵品及び商品の評価方法を従来

の移動平均法に基づく原価法から総

平均法に基づく原価法に変更してお

ります。

 この変更は、情報システムの変更

に伴い、評価方法の見直しを行った

結果、製品と同じ基準にし原価管理

の合理化を図ったものであります。

 この変更が中間連結財務諸表に与

えている影響は軽微であります。

      ――――

 

 

たな卸資産の評価基準及び評価方法

 当社は当連結会計年度より材料貯

蔵品及び商品の評価方法を従来の移

動平均法に基づく原価法から総平均

法に基づく原価法に変更しておりま

す。

 この変更は、情報システムの変更

に伴い、評価方法の見直しを行った

結果、製品と同じ基準にし原価管理

の合理化を図ったものであります。

 この変更が連結財務諸表に与えて

いる影響は軽微であります。

 



表示方法の変更 

  

 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

（中間連結貸借対照表）     ―――――

「短期貸付金」は、資産総額の100分の５を超えたた

め、区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間

末は流動資産の「その他」に3,383百万円含まれており

ます。

       ――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローに両建表示していた「短期借入による収入」及び

「短期借入金の返済による支出」は、当中間連結会計期

間から「短期借入金の純増減額」として純額で表示して

おります。   



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 下記資産は、短期借入金2百万

円（うち、長期借入金からの

振替分2百万円）の担保に供し

ております。

※１ 下記資産は、長期借入金860百

万円,短期借入金79百万円（う

ち、長期借入金からの振替分

79百万円）の担保に供してお

ります。

※１    ――――― 

 

 

土地 90百万円

計 90百万円

 

土地 1,079百万円

建物 675百万円

計 1,755百万円

 ２ 連結子会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し債務保

証を行っております。

㈱乃木坂リース 2,087百万円

荒川建設㈱ 1,300百万円

㈱ＩＷＤ 969百万円

その他８社 2,404百万円

従業員 39百万円

計 6,800百万円

 ２ 連結子会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し債務保

証を行っております。

荒川建設㈱ 1,150百万円

㈱ＩＷＤ 766百万円

興亜建設工業㈱ 278百万円

その他２社 129百万円

従業員 34百万円

計 2,358百万円

 ２ 連結子会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し債務保

証を行っております。

㈱乃木坂リース 1,953百万円

荒川建設㈱ 1,230百万円

佐藤道路㈱ 1,000百万円

その他６社 1,698百万円

従業員 29百万円

計 5,911百万円

※３ 受取手形裏書譲渡高

                        85百万円

※３ 受取手形裏書譲渡高

                        59百万円

※３ 受取手形裏書譲渡高

                        217百万円

※４    ――――― ※４「投資有価証券」のうち、1,884

百万円については貸株に供し

ており、その担保として受け

入れた金額を流動負債の「そ

の他（預り金）」として1,480

百万円計上しております。

※４    ―――――

※５減価償却累計額

建物 
及び構築物

6,872百万円

機械装置 
及び運搬具

16,562百万円

その他 
有形固定資産

1,460百万円

計 24,895百万円

※５減価償却累計額

建物 
及び構築物

5,917百万円

機械装置
及び運搬具

16,849百万円

その他
有形固定資産

1,374百万円

計 24,141百万円

※５減価償却累計額

建物
及び構築物

6,995百万円

機械装置
及び運搬具

17,403百万円

その他
有形固定資産

1,488百万円

計 25,887百万円

※６    ――――― ※６貸出コミットメント

  当社グループは、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行6行と

貸出コミットメント契約を締結し

ておりますが、当期より金額的な

重要性が増してきたため、注記し

ております。この契約に基づく当

中間連結会計期間末の未実行残高

は次のとおりであります。

※６    ――――― 

 

貸出コミットメント
の総額

11,000百万円

借入実行残高 2,300百万円

 差 引 額 8,700百万円

なお、貸出コミットメント総額、借

入実行残高の金額は前中間連結会計

期間末は6,000百万円の2,300百万円

前連結会計年度末は6,500百万円の

1,500百万円となっております。



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

     要な費目及び金額は、次のとお

     りであります。

従業員給料手
当

1,962百万円

退職給付
引当金繰入額

163百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

31百万円

貸倒引当金 
繰入額

137百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

     要な費目及び金額は、次のとお

     りであります。

従業員給料手
当

2,538百万円

退職給付
引当金繰入額

175百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

30百万円

貸倒引当金
繰入額

186百万円  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

     要な費目及び金額は、次のとお

     りであります。

従業員給料手
当

3,728百万円

貸倒引当金 
繰入額

153百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額
退職給付費用

64百万円

350百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次の

     のとおりであります。

機械装置 3百万円
その他 0百万円

計 4百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次の

     のとおりであります。

土地 32百万円

機械装置 27百万円
その他 0百万円

計 61百万円
 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次の

     のとおりであります。

土地 32百万円

建物 91百万円
その他 15百万円

計 139百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

建物 16百万円

機械装置 2百万円
その他 0百万円

計 19百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

土地 127百万円

機械装置 5百万円
その他 0百万円

計 133百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

建物 21百万円

構築物 19百万円

機械装置 12百万円
その他 16百万円

計 71百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

機械装置 31百万円

建物 28百万円

備品 7百万円
その他 1百万円

計 69百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

機械装置 7百万円

構築物 4百万円
その他 1百万円

計 13百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次の

     のとおりであります。

建物 39百万円

機械装置 36百万円

備品 10百万円
その他 15百万円

計 102百万円

 ５ 当社グループの売上高は、通常

の営業形態として、上半期に比

べ下半期に完成する工事割合が

大きいため、事業年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期

と下半期の業績に季節的変動が

あります。

  ５      同左            ―――――

  ６ 当中間連結会計期間における税

金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は、「法人

税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。

  ６     同左             ―――――



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

              ―――――

 

 ※７ 減損損失

当社グループは、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しま

した。

（百万円）

地
域

主
な
用
途

種 類 減損損失

関
東
圏

事
務
所

建物、機械装置及
び土地等

193

東
海
圏

事
務
所
建物、機械装置等 218

中
四
国
圏

事
務
所
建物、機械装置等 73

減損損失を把握するにあたり、支

社単位で建設事業と製造販売事業

に分けてグルーピングを実施して

おります。

その結果、市場価格の著しい下落

と競争激化等により収益性が低下

しているため、当該資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失485

百万円として特別損失に計上して

おります。 

その内訳は、建物333百万円、機

械装置56百万円、土地3百万円、

その他91百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額により測定

しております。主要な土地につい

ては不動産鑑定士から入手した評

価額を採用しており、それ以外の

土地については金額的重要性に乏

しいため、固定資産税評価額に合

理的な調整を行って算出しており

ます。また、償却資産について

は、取得価額の５％相当額により

算出しております。

            ―――――



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係

 

現金及び預金勘定 5,807百万円

現金及び現金同等物 5,807百万円
 

現金及び預金勘定 6,670百万円

現金及び現金同等物 6,670百万円
 

現金及び預金勘定 6,569百万円

現金及び現金同等物 6,569百万円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械 
装置

586 399 187

車両 
運搬具

92 66 25

工具
器具・  
備品

40 28 11

計 719 495 224

 
 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械 
装置

255 118 137

車両 
運搬具

49 36 12

工具
器具・  
備品

4 4 0

計 308 159 149

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械
装置

503 349 154

車両
運搬具

83 66 16

工具
器具・
備品

19 18 0

計 606 434 172

 

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 57百万円

１年超 173百万円

計 231百万円

 
 

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 37百万円

１年超 117百万円

計 155百万円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 41百万円

１年超 135百万円

計 177百万円

 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 51百万円

減価償却費相当額 45百万円

支払利息相当額 6百万円

 
 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 22百万円

支払利息相当額 2百万円
 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 76百万円

減価償却費相当額 69百万円

支払利息相当額 6百万円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

・利息相当額の算定方法は、リース

料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利

息法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

同左

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

同左

同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く)       536百万円 

優先出資証券                500百万円 

  

  

(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                  654百万円 

優先出資証券                 500百万円 

  

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 9 9 0

取得価額(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 889 1,529 640

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 10 10 0

取得価額(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 1,703 2,907 1,203



(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損8百万円を計上しております。なお、当該株式の

減損にあたっては、個別銘柄毎に当連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況を把握する

とともに公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により総合的に判断しております。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く)の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式                 989百万円 

優先出資証券               500百万円  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

    前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

  当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

  

    当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

  当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

  

    前連結会計年度末   （平成17年３月31日） 

   当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 9 9 0

取得価額(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 639 1,129 490



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

 
  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

 
  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び内部管理上採用している区分を勘案しております。 

２ 各事業区分に属する主な内容 

建設事業 ………………… 舗装、土木その他建設工事全般に関する事項 

製造販売・環境事業等 … アスファルト合材、アスファルト乳剤、その他建設用材料等の製造販売、環境事

業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の本社管理部門に係

る費用であります。 

前中間連結会計期間 883百万円 当中間連結会計期間 929百万円 前連結会計年度 1,409百万円 

建設事業 
(百万円)

製造販売・環境
事業等(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 19,415 13,460 32,875 ― 32,875

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

98 434 532 (532) ―

計 19,513 13,894 33,408 (532) 32,875

営業費用 20,772 14,735 35,507 350 35,858

営業損失 1,258 840 2,099 (883) 2,982

建設事業 
(百万円)

製造販売・環境
事業等(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 20,167 14,126 34,293 ― 34,293

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

57 415 472 （472) ―  

計 20,224 14,541 34,766 (472) 34,293

営業費用 22,224 15,639 37,864 456 38,320

営業損失 1,999 1,098 3,097 (929) 4,027

建設事業 
(百万円)

製造販売・環境
事業等(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 68,026 32,776 100,803 ― 100,803

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

106 852 959 (959) ―

計 68,133 33,629 101,762 (959) 100,803

営業費用 66,186 33,067 99,253 450 99,704

営業利益 1,946 562 2,508 (1,409) 1,099



【所在地別セグメント情報】 

    前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

    当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

    前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
（注）１株当たり中間純損失（△）及び当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額

405円07銭

１株当たり純資産額

367円62銭

１株当たり純資産額

462円38銭

１株当たり中間純損失金額

45円86銭

１株当たり中間純損失金額

75円54銭

１株当たり当期純利益金額

12円94銭

 潜在株式調整後１株当たり中間

 純利益金額

 潜在株式がないため記載しており

ません。

潜在株式調整後１株当たり中間

 純利益金額

       同左

潜在株式調整後１株当たり当期

 純利益金額

       同左

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間純損失（△）又は 
当期純利益（百万円）

△2,073 △3,639 593

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る中間純損失
（△）又は当期純利益

（百万円）
△2,073 △3,639 593

普通株式の期中平均株式数 
（千株）

45,215 48,171 45,890



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 当社と当社の子会社である国土道

路株式会社は、事業所の再編等を行

い、経営基盤の強化と業績の安定向

上を図るため、平成16年６月29日開

催の当社の定時株主総会において、

平成16年６月24日開催の国土道路株

式会社の定時株主総会において、そ

れぞれ合併契約書の承認決議を得

て、平成16年10月１日に合併しまし

た。

 合併に関する事項の概要は次のと

おりであります。

１．合併の方法

  当社を存続会社とする吸収合併

方式で、国土道路株式会社は解散

しました。

２．合併期日

  平成16年10月１日

――――― ―――――

 

３．合併に際して発行する株式及び

増加する資本の額

  合併による新株式の発行及び資

本の額の増加は行いませんでし

た。

４．財産の引継ぎ

  当社は、平成16年10月１日に国

土道路株式会社の資産、負債及び

権利義務を引き継ぎました。引き

継いだ資産及び負債の内容は、次

のとおりであります。

     （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

(資産の部) (負債の部)

流動資産 4,679 流動負債 4,421

固定資産 1,886 固定負債 958

負債合計 5,380

資産合計 6,566
差引正味財

産
1,185



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金預金 4,382 5,689 5,156

  受取手形 1,545 2,353 2,676

  完成工事未収入金 4,515 4,847 20,614

  売掛金 2,385 2,789 4,658

  未成工事支出金 9,571 10,959 7,026

  その他棚卸資産 658 729 585

  短期貸付金 6,122 4,775 4,123

  繰延税金資産 1,156 1,675 445

  前払年金費用 272 ― ―

  信託受益権 1,191 1,932 1,451

  その他 ※４ 3,486 2,541 1,960

  貸倒引当金 △268 △229 △206

 流動資産合計 35,019 60.8 38,063 60.2 48,490 66.8

Ⅱ 固定資産

 有形固定資産 ※１

 建物 2,560 2,350 2,772

 機械装置 2,756 2,769 2,967

 土地 10,275 11,170 11,174

 その他 1,041 933 1,005

 有形固定資産計 16,633 28.9 17,223 27.3 17,920 24.7

 無形固定資産 70 0.1 242 0.4 267 0.4



前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表

(平成17年度３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 投資その他の資産

 投資有価証券 ※３ 4,560 4,368 4,497

 繰延税金資産 ― 47 312

 その他 1,608 4,094 1,649

 貸倒引当金 △289 △883 △557

 投資その他の資産計 5,879 10.2 7,627 12.1 5,902 8.1

 固定資産合計 22,583 39.2 25,093 39.8 24,089 33.2

 資産合計 57,603 100.0 63,157 100.0 72,579 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形 4,647 6,620 10,633

  工事未払金 3,937 3,920 8,134

  買掛金 1,194 1,335 2,159

  短期借入金 ※５ 13,475 14,522 10,746

  未払法人税等 76 79 356

  未払費用 916 765 1,153

  未成工事受入金 4,394 3,541 3,871

  完成工事補償引当金 28 24 24

  工事損失引当金 ― 211 ―

  その他 ※３ 997 2,999 2,359

 流動負債合計 29,668 51.5 34,021 53.8 39,437 54.3

Ⅱ 固定負債

  長期借入金 6,322 5,625 7,326

  繰延税金負債 17 ― ―

  再評価に係る 
  繰延税金負債

523 1,472 523

  退職給付引当金 ― 347 463

  役員退職慰労引当金 273 277 304

  その他 564 909 1,079

 固定負債合計 7,701 13.4 8,631 13.7 9,697 13.4

 負債合計 37,369 64.9 42,653 67.5 49,135 67.7



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表

(平成17年３月31日）

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,584 13.2 7,584 12.0 7,584 10.5

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 5,619 5,619 5,619

   その他資本剰余金 0 635 634

   資本剰余金計 5,620 9.7 6,255 10.0 6,254 8.6

Ⅲ 利益剰余金 

   利益準備金 906 906 906

   任意積立金 6,580 6,677 6,677

当期未処分利益又は
中間未処理損失(△)

△1,146 △1,140 1,229

利益剰余金合計 6,339 11.0 6,443 10.2 8,813 12.1

Ⅳ 土地再評価差額金 775 1.3 △172 △0.3 776 1.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金 377 0.7 683 1.1 291 0.4

Ⅵ 自己株式 △464 △0.8 △289 △0.5 △275 △0.4

    資本合計 20,233 35.1 20,504 32.5 23,444 32.3

    負債・資本合計 57,603 100.0 63,157 100.0 72,579 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

Ⅰ 売上高 ※３

    完成工事高 12,002 16,978 55,021

    製品売上高 5,343 6,277 15,541

    その他営業収入 997 1,133 2,789

     売上高合計 18,344 100.0 24,390 100.0 73,353 100.0 

Ⅱ 売上原価

    完成工事原価 11,366 16,880 49,633

    製品売上原価 5,731 6,109 14,723

    その他営業費用 729 810 1,948

     売上原価合計 17,828 97.2 23,801 97.6 66,304 90.4

売上総利益

 完成工事総利益 636 97 5,388

 製品売上総利益 △387 168 818

 その他売上総利益 267 323 841

  売上総利益合計 516 2.8 588 2.4 7,048 9.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,774 15.1 2,909 11.9 5,709 7.8

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△2,258 △12.3 △2,320 △9.5 1,338 1.8

Ⅳ 営業外収益

    受取利息 40 45 82

    その他 56 149 107

     営業外収益合計 96 0.5 194 0.8 190 0.3

Ⅴ 営業外費用

    支払利息 114 110 258

    手形売却損 17 18 39

    貸倒引当金繰入額 － 285 －

    その他 32 59 89

     営業外費用合計 164 0.9 472 2.0 387 0.5

  経常利益又は 
  経常損失(△)

△2,325 △12.7 △2,599 △10.7 1,141 1.6



 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

金額(百万円)
比率
(％)

Ⅵ 特別利益

    投資有価証券売却益 ― 170 364

   前期損益修正益 ― 59 ―

      その他 ※１ 70 6 36

       特別利益合計 70 0.4 237 1.0 401 0.5

Ⅶ 特別損失

    投資有価証券売却損 ― 170 ―

   貸倒損失 ― ― 466

   減損損失 ※６ ― 485 ―

      その他 ※２ 90 24 154

        特別損失計 90 0.5 680 2.8 621 0.8

税引前当期純利益又は 
税引前中間純損失(△)

△2,345 △12.8 △3,042 △12.5 921 1.3

法人税、住民税 
及び事業税

△873 △4.8 △1,183 △4.9 498 0.7

法人税等調整額 ― ― ― ― △480 0.1

当期純利益又は 
中間純損失(△)

△1,472 △8.0 △1,859 △7.6 903 1.2

前期繰越利益 325 719 325

土地再評価差額金取崩額 ― ― △0

当期未処分利益又は 
中間未処理損失(△)

△1,146 △1,140 1,229



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価の方法

有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)

有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

   同左

有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

   同左

 ②子会社株式及び関連会
  社株式

移動平均法に基づく原

価法

②子会社株式及び関連会
  社株式
  同左

②子会社株式及び関連会 
  社株式
  同左

 ③その他有価証券 

  時価のあるもの

中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)

   時価のないもの

移動平均法に基づく原

価法

 ③その他有価証券 

  時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左

 ③その他有価証券 

   時価のあるもの

期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

   時価のないもの 

      同左

たな卸資産 

 ①未成工事支出金 

    個別法に基づく原価法

 ②材料貯蔵品

総平均法に基づく原価

法

 ③製品

総平均法に基づく原価

法

 ④商品

総平均法に基づく原価

法

たな卸資産 

 ①未成工事支出金 

      同左

 ②材料貯蔵品

  同左              

 ③製品

  同左              

 ④商品

  同左              

たな卸資産 

 ①未成工事支出金 

      同左

 ②材料貯蔵品

  同左

  ③製品

  同左              

 ④商品

  同左              

２ 固定資産の減価償 

却の方法

  ①有形固定資産

定率法を採用しており

ます。

ただし、平成10年４月

１日以降取得の建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。

①有形固定資産 

   同左 

①有形固定資産 

   同左

  ②無形固定資産

ソフトウェア(自社利

用分)については、社

内における利用可能期

間(５年)に基づき定額

法を採用しておりま

す。

②無形固定資産 

   同左

②無形固定資産 

   同左

  ③長期前払費用 
  定額法を採用しておりま
  す。

 ③長期前払費用
    同左

 ③長期前払費用 
    同左



項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保によ

る補償損失に備えるた

め、当中間期末に至る１

年間の完成工事高に前３

事業年度の完成工事高に

対する工事補償費の発生

割合を乗じた額に、将来

の補償見込額を加味して

計上しております。

②完成工事補償引当金

同左

②完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保によ

る補償損失に備えるた

め、完成工事高に前３事

業年度の完成工事高に対

する工事補償費の発生割

合を乗じた額に、将来の

補償見込額を加味して計

上しております。

③  ――――――  ③工事損失引当金

受注工事に係る将来の損

失に備えるため、当中間

会計期間末未成工事のう

ち損失の発生が見込ま

れ、その金額を合理的に

見積もることができる工

事について、損失見込額

を計上しております。

 ③  ――――――

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

 当中間会計期間末は、前

事業年度末に計上した前

払年金費用より、当中間

会計期間において費用処

理した退職給付費用を控

除した残額を流動資産に

前払年金費用として計上

しております。

  ―――――   ―――――

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定

額法により按分した額を

翌事業年度から費用処理

しております。

同左     同左

    ――――― 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法に

より発生した事業年度よ

り費用処理しておりま

す。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法に

より当事業年度より費用

処理しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給

に備えるため、支給内規

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

同左 
役員の退職慰労金の支給

に備えるため、支給内規

に基づく期末要支給額を

計上しております。

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしているので、特例処

理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。

 ヘッジ手段…金利スワ 

      ップ

 ヘッジ対象…借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとお

りであります。

 ヘッジ手段…金利スワ 

      ップ

ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスク

 を回避する目的で金利ス

ワップを行っておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針
同左

④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理による金利スワ

ップのみのため、有効性

の評価を省略しておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

の基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

会計処理の変更 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

            ――――― 固定資産の減損に係る会計基準

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会  平成

14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会   平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

り営業損失、経常損失は55百万円減

少し、税引前中間純損失は429百万

円増加しております。

  なお、減損損失累計額について

は、各資産の金額から直接控除して

おります。

           ―――――

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

たな卸資産の評価基準及び評価方法

 当中間会計期間より材料貯蔵品及

び商品の評価方法を従来の移動平均

法に基づく原価法から総平均法に基

づく原価法に変更しております。

 この変更は、情報システムの変更

に伴い、評価方法の見直しを行った

結果、製品と同じ基準にし原価管理

の合理化を図ったものであります。

 この変更が中間財務諸表に与える

影響は軽微であります。

           ――――― たな卸資産の評価基準及び評価方法

 当事業年度より材料貯蔵品及び商

品の評価方法を従来の移動平均法に

基づく原価法から総平均法に基づく

原価法に変更しております。

 この変更は、情報システムの変更

に伴い、評価方法の見直しを行った

結果、製品と同じ基準にし原価管理

の合理化を図ったものであります。

 この変更が財務諸表に与える影響

は軽微であります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１有形固定資産の   

  減価償却累計額   

18,065百万円 19,711百万円 21,202百万円

  ２偶発債務(保証債

    務）

下記の会社等の金融機関等

からの借入金又は取引債務

に対して保証を行っており

ます。

下記の会社等の金融機関等

からの借入金又は取引債務

に対して保証を行っており

ます。

下記の会社等の金融機関等

からの借入金又は取引債務

に対して保証を行っており

ます。

 

㈱乃木坂リース 2,087百万円

㈱アスカ 1,858百万円

荒川建設㈱ 1,300百万円

㈱ＷＩＮＧ 1,200百万円

㈱ＩＷＤ 969百万円

青和建設㈱ 917百万円

その他15社 4,100百万円

従業員 39百万円

計 12,473百万円

 

㈱アスカ 2,228百万円

㈱乃木坂リース 1,859百万円

㈱東亜利根
 ボーリング

1,298百万円

荒川建設㈱ 1,150百万円

㈱ＷＩＮＧ 1,100百万円

青和建設㈱ 797百万円

その他11社 3,111百万円

従業員 34百万円

計 11,578百万円  

㈱乃木坂リース 1,953百万円

㈱アスカ 1,750百万円

荒川建設㈱ 1,230百万円

㈱ＷＩＮＧ 1,150百万円

佐藤道路㈱ 1,000百万円

㈱ＩＷＤ 868百万円

その他13社 4,446百万円

従業員 29百万円

計 12,428百万円

※３投資有価証券及び

   預り金

――――― 「投資有価証券」のうち、

1,884百万円については貸株

に供しており、その担保とし

て受け入れた金額を流動負債

の「その他（預り金）」とし

て1,480百万円計上しており

ます。

―――――

※４消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含め

て表示しております。

同左 ―――――

※５貸出コミットメン 

  ト

     ――――― 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行6行

と貸出コミットメント契約を

締結しておりますが、当期よ

り金額的な重要性が増してき

たため、注記しております。

この契約に基づく当中間会計

期間末の未実行残高は次のと

おりであります。

    ―――――

 

 

貸出コミット
メントの総額

11,000百万円

借入実行残高 2,300百万円

差 引 額 8,700百万円

なお、貸出コミットメント総

額、借入実行残高の金額は前

中間会計期間末は6,000百万

円の2,300百万円、前事業年

度末は6,500百万円の1,500百

万円となっております。



(中間損益計算書関係) 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 特別利益その他

の主な内訳

   

 

過年度償却債
権取立益

34百万円

貸倒引当金 
戻入 35百万円

固定資産売却益

機械装置 0百万円

計 0百万円

 

 

固定資産売却益

機械装置 6百万円
その他 0百万円

計 6百万円

 

 

過年度償却債
権取立益

34百万円

固定資産売却益

機械装置 1百万円
その他 1百万円

計 2百万円

※２ 特別損失その他の

主な内訳

  

 

 

固定資産売却損

建物 16百万円
その他 2百万円

計 18百万円

固定資産除却損

建物 18百万円

機械装置 31百万円

構築物 1百万円
その他 2百万円

計 53百万円

会員権評価損  7百万円

 

 

固定資産売却損

機械装置 5百万円
その他 0百万円

計 5百万円

固定資産除却損

機械装置 7百万円

構築物 4百万円
その他 0百万円

計 12百万円

会員権評価損  1百万円

 

 

固定資産売却損

建物 21百万円

機械装置 11百万円
その他 2百万円

計 34百万円

固定資産除却損

建物 30百万円

機械装置 36百万円
その他 9百万円

計 75百万円

会員権評価損  14百万円

※３ 過去１年間の売

   上高

当社の売上高は、通常の形態

として、事業年度の上半期に

発生する売上高と下半期に発

生する売上高との間に著しい

相違があります。 

当該中間期末に至る一年間の

売上高は次のとおりでありま

す。

 

        同左 ―――――

  前事業年度下半期

 当中間期

  計  

55,899
18,344

百万円
百万円

計   74,243 百万円
 

55,008
24,390

百万円
百万円

計  79,398 百万円

―――――

  ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産
   無形固定資産

494  百万円
―  百万円

  
495 百万円
  24 百万円

 
    1,174 百万円

 48 百万円

 ５ 税効果会計 当中間会計期間における税金

費用については、簡便法によ

り計算しているため法人税等

調整額は「法人税、住民税及

び事業税」に含めて表示して

おります。

           同左 ―――――



項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※６ 減損損失 ―――――

 

当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しま

した。
       （百万円）

地
域

主
な
用
途

種 類
減損
損失

関
東
圏

事
務
所

建物、機械装
置及び土地等

193

東
海
圏

事
務
所

建物及び機械
装置等

218

中
四
国
圏

事
務
所

建物及び機械
装置等

73

減損損失を把握するにあた

り、支社単位で建設事業と製

造販売事業に分けてグルーピ

ングを実施しております。

その結果、市場価格の著しい

下落と競争激化等により収益

性が低下しているため、当該

資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失485百万円

として特別損失に計上してお

ります。 

その内訳は、建物333百万

円、機械装置56百万円、土地

3百万円、その他91百万円で

あります。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は、正味売却価額に

より測定しております。主要

な土地については不動産鑑定

士から入手した評価額を採用

しており、それ以外の土地に

ついては金額的重要性に乏し

いため、固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出し

ております。また、償却資産

については、取得価額の５％

相当額により算出しておりま

す。

―――――



(リース取引関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

 

(1) リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相

当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

車輌 
運搬 
具

30 28 1

工具 
器具 
・ 
備品

16 15 0

計 46 44 2

  

(1) リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相

当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

車輌
運搬 
具

6 6 －

工具
器具 
・ 
備品

4 4 －

計 10 10 －

 

(1) リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当

額  

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

車輌
運搬 
具

30 30 0

工具
器具 
・ 
備品

16 15 0

計 46 46 0

 

(2) 未経過リース料中間期末

残高相当額

１年以内 2百万円

１年超 －百万円

計 2百万円

(2) 未経過リース料中間期末

残高相当額 

   ――――

 

(2) 未経過リース料期末残高

相当額

１年以内 0百万円

１年超 －百万円

計 0百万円

 

(3) 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額
支払リース
料

3百万円

減価償却費 
相当額

2百万円

支払利息 
相当額

0百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額
支払リース
料

0百万円

減価償却費
相当額

0百万円

支払利息
相当額

0百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額
支払リース
料

5百万円

減価償却費 
相当額

4百万円

支払利息 
相当額

0百万円

(4) 減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定

方法

  リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

(4) 減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定

方法

同左

(4) 減価償却費相当額及び利

息相当額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定

方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。

 ・利息相当額の算定方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
（注）１株当たり中間純損失（△）及び当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額

404円56銭

１株当たり純資産額

402円55銭

１株当たり純資産額

459円99銭

１株当たり中間純損失金額

29円44銭

１株当たり中間純損失金額

36円50銭

１株当たり当期純利益金額

17円89銭

 潜在株式調整後

 １株当たり中間純利益金額

   潜在株式がないため記載してお

りません。

潜在株式調整後

 １株当たり中間純利益金額

      同左

潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益金額

      同左

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間純損失（△）又は 
当期純利益（百万円）

△ 1,472 △ 1,859 903

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る中間純損失
（△）又は当期純利益

（百万円）
△ 1,472 △ 1,859 903

普通株式の期中平均株式数 
（千株）

50,020 50,950 50,505

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

国土道路株式会社との合併に関する

重要な後発事象は、連結財務諸表に

おける重要な後発事象として記載し

ているとおりであります。

――――― ―――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度
(第99期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。

有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第99期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年10月28日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月５日

東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東亜道路工業株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 井 克 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岡 村 健 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 本 千 人 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２日

東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東亜道路工業株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係

る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 井 克 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岡 村 健 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 本 千 人 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月５日

東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東亜道路工業株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第９９期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東亜道

路工業株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 井 克 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岡 村 健 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 本 千 人 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２日

東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東亜道路工業株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１００期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東亜道

路工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基

準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 井 克 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岡 村 健 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 本 千 人 
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