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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第104期

第２四半期連結
累計期間

第105期
第２四半期連結
累計期間

第104期
第２四半期連結
会計期間

第105期
第２四半期連結
会計期間

第104期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (百万円) 30,441 30,940 18,032 18,126 104,514

経常利益又は
経常損失（△)

(百万円) 44 △1,169 615 △117 5,873

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) △132 △895 326 △150 2,761

純資産額 (百万円) ― ― 15,438 17,189 18,353

総資産額 (百万円) ― ― 66,375 60,277 76,534

１株当たり純資産額 (円) ― ― 313.77 348.59 372.95

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
１株当たり四半期
純損失金額(△)

(円) △2.74 △18.44 6.72 △3.11 56.91

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 23.0 28.1 23.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,051 1,006 ― ― 7,468

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △428 △417 ― ― △625

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,730 △976 ― ― △4,031

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 10,439 9,937 10,324

従業員数 (名) ― ― 1,511 1,455 1,477

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２ 第104期第２四半期連結累計期間及び第105期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

  　 ３ 第104期第２四半期連結会計期間及び第104期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 1,455(503)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は（　)内に当四半期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22年９月30日現在

従業員数(名) 979(454)

(注)  従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は（　)内に当四半期会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　
(1) 受注実績
　当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)

建設事業 14,261 ―

製造販売・環境事業等 7,995 ―

合計 22,257 ―

　

(2) 売上実績

　当第２四半期連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 売上高（百万円) 前年同四半期比(％)

建設事業 10,131 ―

製造販売・環境事業等 7,995 ―

合計 18,126 ―

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　当第２四半期連結会計期間において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。
　

(3) 売上にかかる季節的変動について

　　当社グループの建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中し

ているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四

半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
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　なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

①　受注工事高、完成工事高及び繰越工事高

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
(百万円)

前第２四半期累計期間

自平成21年４月１日

至平成21年９月30日

舗装工事 19,419 20,465 39,885 11,603 28,281

土木工事 3,610 1,247 4,858 1,571 3,287

計 23,030 21,713 44,743 13,174 31,569

当第２四半期累計期間

自平成22年４月１日

至平成22年９月30日

舗装工事 15,190 22,389 37,579 11,862 25,717

土木工事 3,843 1,466 5,310 1,318 3,991

計 19,034 23,855 42,889 13,180 29,708

前事業年度

自平成21年４月１日

至平成22年３月31日

舗装工事 19,419 47,774 67,194 52,004 15,190

土木工事 3,610 3,524 7,134 3,291 3,843

計 23,030 51,298 74,329 55,295 19,034

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減

額を含んでおります。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれております。

２　期末繰越工事高は(期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高)であります。

　

②　受注工事高

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
(百万円)

前第２四半期会計期間

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

舗装工事 5,009 6,837 11,846

土木工事 48 642 690

計 5,057 7,479 12,537

当第２四半期会計期間

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

舗装工事 3,850 7,100 10,951

土木工事 100 493 594

計 3,951 7,594 11,545

(注) 受注工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前第２四半期会計期間　請負金１億円以上の主なもの

国土交通省 日沿道　神林舗装その４工事（新潟県)

西日本高速道路㈱ 中国自動車道神戸管内舗装補修工事(兵庫県)

川崎市役所 主要地方道東京大師横浜環境対策（低騒音)工事及び付帯工事

(神奈川県)

当第２四半期会計期間　請負金１億円以上の主なもの

国土交通省 １号静清千代羽鳥地区舗装工事(静岡県)

西日本高速道路㈱ 京滋バイパス茨木管内舗装補修工事（京都府)

東京都 街路築造工事(22六関－1 谷在家)(東京都)
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③　完成工事高

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
(百万円)

前第２四半期会計期間

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

舗装工事 2,585 4,519 7,105

土木工事 148 1,222 1,371

計 2,734 5,742 8,477

当第２四半期会計期間

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

舗装工事 1,930 5,389 7,320

土木工事 55 400 455

計 1,985 5,789 7,775

(注) １　完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前第２四半期会計期間　請負金額１億円以上の主なもの

国土交通省 坂下電線共同溝工事（東京都) 　
国土交通省 仙台空港ターミナル地区構内道路改良工事(宮城県) 　
東京都建設局 路面舗装工事（１の18・遮熱性舗装）(東京都) 　

当第２四半期会計期間　請負金額１億円以上の主なもの

国土交通省 入間地区他道路整備工事（埼玉県) 　
千葉市役所 新港横戸町線２・３工区本線整備工事(その２)(千葉県) 　

２　前第２四半期会計期間及び当第２四半期会計期間において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。

　

④　繰越工事高(平成22年９月30日現在)

区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
(百万円)

舗装工事 16,376 9,341 25,717

土木工事 2,074 1,916 3,991

計 18,450 11,258 29,708

繰越工事のうち主なものは、次のとおりであります。

国土交通省 171号伊丹寺本電線共同溝工事(兵庫県) 平成23年２月完成予定

防衛省 館山(21)飛行場改修土木工事(千葉県) 平成24年３月完成予定

東日本高速道路㈱ 磐越自動車道いわきJCT－小野間舗装補修工事(福島県)平成24年１月完成予定

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路　静岡西舗装工事(静岡県) 平成24年６月完成予定

豊田市役所 柳川瀬公園スポーツ施設整備工事(愛知県) 平成23年２月完成予定

　

⑤　製造販売事業における生産販売実績

　

製品販売実績
売上高
計

(百万円)
アスファルト乳剤 アスファルト合材 商品等

(百万円)(t) (百万円) (t) (百万円)

前第２四半期会計期間

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

28,170 2,223 219,358 1,877 800 4,902

当第２四半期会計期間

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

24,038 2,057 205,597 1,777 802 4,638

(注) 　販売実績は外部顧客に対するものであり、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。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出が拡大したことや、家電・自動車を中心とした個

人消費が伸びたことから全体として改善してきました。しかしながら欧米の景気回復懸念や急激な円高の

進行により、今後の景気回復に対する不透明感が急速に強まりつつあります。

　当社グループの主要事業であります道路建設業界におきましては、民間設備投資等は下げ止まりつつある

ものの、公共事業は減少傾向が続き、受注競争は一段と激化し、経営環境は依然として厳しい状況のもと推

移いたしました。

このような状況下におきまして、当社グループの当第２四半期連結会計期間における受注高は、工事受注

高の減少が影響し22,257百万円(前年同四半期連結会計期間比10.3％減少)となり、売上高は18,126百万円

(前年同四半期連結会計期間比0.5％増加)となりました。

損益につきましては、営業利益は11百万円（前年同四半期連結会計期間、営業利益714百万円）、経常損失

は117百万円（前年同四半期連結会計期間、経常利益615百万円）、四半期純損失は150百万円（前年同四半

期連結会計期間、四半期純利益326百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①　建設事業

公共事業の減少が続くなか、官公庁工事の受注高の減少が主な要因により、受注高は14,261百万円とな

りました。完成工事高は10,131百万円となり、営業損失は307百万円となりました。

②　建設材料等の製造販売・環境事業等

当第２四半期売上高は7,995百万円、営業利益は630百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、未成工事支出金等の増加はあったものの、現金預金、

受取手形・完成工事未収入金等の減少により、前連結会計年度末に比べ16,257百万円減少し、60,277百万

円となりました。

また負債につきましては、未成工事受入金は増加いたしましたが、支払手形・工事未払金等の減少によ

り、前連結会計年度末に比べ15,093百万円減少し、43,087百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の減少が主な要因で、前連結会計年度末に比べ1,164百万円減少し、17,189百万円

となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、9,937百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、未成工事受入金は増加したものの、未成工事支出金の増加及

び仕入債務の減少等により3,686百万円の支出（前年同四半期連結会計期間、1,309百万円の支出）とな

りました。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により253百万円の支出

（前年同四半期連結会計期間、344百万円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入による収入が主な理由により、826百万円の収入(前

年同四半期連結会計期間、564百万円の収入）となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期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。

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は62百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期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

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はありません。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 191,042,000

計 191,042,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 52,200,239同左
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 52,200,239同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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22年９月30日 ― 52,200 ― 7,584 ― 5,619

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

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(％)

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 2,931 5.61

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

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 2,072 3.96

東亜道路従業員持株会 東京都港区六本木７－３－７ 1,957 3.75

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 1,835 3.51

東亜道路取引先持株会 東京都港区六本木７－３－７ 1,599 3.06

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 1,200 2.29

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 1,087 2.08

若葉建設株式会社 仙台市若林区卸町東５－２－23 870 1.66

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
常任代理人　シティバンク銀行株
式会社

東京都品川区東品川２－３－14 828 1.58

計 ― 16,787 32.15

(注)１ 当社は自己株式を1,404,177株所有し、その発行済株式総数に対する割合は2.68％であります。

　　  ２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。　

　　　 　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  2,931千株

　　　　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社      1,087千株　
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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
　　 　 1,404,000

― ―

(相互保有株式）
普通株式
　　　　2,242,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
　 　　47,851,000

47,851 ―

単元未満株式
普通株式
　　　　　703,239

― 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 ― 47,851 ―

(注)１ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式177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1,000　

株(議決権１個)及び200株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

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 1,404,000 ― 1,404,0002.68

(相互保有株式)
若葉建設株式会社

宮城県仙台市若林区卸町東
5-2-23

870,000 ― 870,000 1.66

(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

664,000 ― 664,000 1.27

(相互保有株式)
株式会社梅津組

山形県長井市緑町9-75 408,000 ― 408,000 0.78

(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7-3-7 300,000 ― 300,000 0.57

計 ― 3,646,000 ― 3,646,0006.98
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 186 175 147 138 129 127

最低(円) 159 128 127 123 114 113

(注) 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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

　

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成し、「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。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,937 10,324

受取手形・完成工事未収入金等 ※3
 14,425

※3
 34,500

未成工事支出金 ※5
 10,800

※5
 6,244

販売用不動産 102 155

商品及び製品 805 616

仕掛品 351 341

材料貯蔵品 655 734

繰延税金資産 1,159 703

その他 1,763 2,601

貸倒引当金 △508 △604

流動資産合計 39,493 55,617

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） ※4
 2,798

※4
 2,885

機械・運搬具（純額） ※4
 1,893

※4
 2,004

土地 12,857 12,866

リース資産（純額） ※4
 184

※4
 114

建設仮勘定 68 28

その他（純額） ※4
 141

※4
 138

有形固定資産計 17,944 18,038

無形固定資産 159 169

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 896

※1
 940

長期貸付金 1,539 1,554

繰延税金資産 267 257

その他 1,074 1,130

貸倒引当金 △1,099 △1,173

投資その他の資産計 2,679 2,709

固定資産合計 20,783 20,917

資産合計 60,277 76,534
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 13,685 27,299

短期借入金 ※1
 9,562

※1
 11,462

1年内償還予定の社債 657 557

未払法人税等 265 2,033

未成工事受入金 5,644 3,723

完成工事補償引当金 107 108

工事損失引当金 ※5
 550

※5
 379

リース資産減損勘定 22 22

その他 1,358 2,592

流動負債合計 31,853 48,179

固定負債

社債 1,480 1,559

長期借入金 5,961 4,791

繰延税金負債 111 103

再評価に係る繰延税金負債 1,495 1,495

退職給付引当金 893 831

事業整理損失引当金 507 524

債務保証損失引当金 34 51

負ののれん 0 0

長期リース資産減損勘定 143 155

資産除去債務 84 －

その他 521 489

固定負債合計 11,233 10,002

負債合計 43,087 58,181

純資産の部

株主資本

資本金 7,584 7,584

資本剰余金 6,902 6,902

利益剰余金 3,122 4,264

自己株式 △875 △875

株主資本合計 16,734 17,875

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39 83

土地再評価差額金 152 148

評価・換算差額等合計 191 232

少数株主持分 263 244

純資産合計 17,189 18,353

負債純資産合計 60,277 76,534
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 30,441 30,940

売上原価 27,007 28,687

売上総利益 3,434 2,253

販売費及び一般管理費 ※1
 3,225

※1
 3,239

営業利益又は営業損失（△） 208 △986

営業外収益

受取利息 17 16

受取配当金 15 18

負ののれん償却額 81 0

持分法による投資利益 0 1

その他 60 52

営業外収益合計 177 88

営業外費用

支払利息 230 166

金融手数料 78

その他 110 27

営業外費用合計 341 272

経常利益又は経常損失（△） 44 △1,169

特別利益

固定資産売却益 8 10

債務保証損失引当金戻入額 18 16

貸倒引当金戻入額 29 111

その他 9 29

特別利益合計 65 167

特別損失

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 10 14

投資有価証券評価損 1 －

損害補償金 60 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65

その他 0 4

特別損失合計 72 88

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

37 △1,090

法人税、住民税及び事業税 ※3
 128

※3
 △207

法人税等合計 128 △207

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △883

少数株主利益 41 12

四半期純損失（△） △132 △895
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 18,032 18,126

売上原価 15,774 16,559

売上総利益 2,258 1,566

販売費及び一般管理費 ※1
 1,544

※1
 1,555

営業利益 714 11

営業外収益

受取利息 9 8

受取配当金 8 8

負ののれん償却額 40 0

持分法による投資利益 1 1

その他 22 16

営業外収益合計 82 34

営業外費用

支払利息 114 92

金融手数料 65

その他 65 6

営業外費用合計 180 163

経常利益又は経常損失（△） 615 △117

特別利益

固定資産売却益 3 5

債務保証損失引当金戻入額 18 3

貸倒引当金戻入額 7 8

その他 9 23

特別利益合計 39 41

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 4 7

損害補償金 56 －

その他 0 －

特別損失合計 61 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

593 △84

法人税、住民税及び事業税 ※3
 245

※3
 44

法人税等合計 245 44

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △129

少数株主利益 21 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 326 △150
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

37 △1,090

減価償却費 602 581

負ののれん償却額 △81 △0

のれん償却額 25 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △108 △170

工事損失引当金の増減額（△は減少） 144 170

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △18 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 117 61

有形固定資産除却損 10 14

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

受取利息及び受取配当金 △33 △34

支払利息 230 166

持分法による投資損益（△は益） △0 △1

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △7

投資有価証券売却損益（△は益） － △5

売上債権の増減額（△は増加） 18,220 20,074

未成工事支出金の増減額（△は増加） △8,342 △4,556

たな卸資産の増減額（△は増加） △275 △67

仕入債務の増減額（△は減少） △8,550 △13,614

未払消費税等の増減額（△は減少） △559 △751

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,322 1,921

その他 671 175

小計 5,404 2,851

利息及び配当金の受取額 33 34

利息の支払額 △232 △164

法人税等の支払額 △153 △1,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,051 1,006

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 △444 △453

有形固定資産の売却による収入 48 20

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

投資有価証券の売却による収入 － 5

子会社株式の取得による支出 △20 －

貸付けによる支出 △237 △269

貸付金の回収による収入 277 285

その他 △48 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △428 △417
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

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（△は減少） △3,416 △2,195

長期借入れによる収入 2,550 2,830

長期借入金の返済による支出 △1,535 △1,364

社債の発行による収入 800 292

社債の償還による支出 △17 △278

自己株式の売却による収入 40 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △145 △242

その他 △5 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,730 △976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,892 △387

現金及び現金同等物の期首残高 7,546 10,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 10,439

※１
 9,937
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

１　会計処理基準に関する事項

の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基

準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は２百万円増加

し、税金等調整前四半期純損失は68百万円増加しております。また、当会計基準等

の適用開始時における資産除去債務の計上額は83百万円であります。

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に

より、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２　前第２四半期連結累計期間において営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「金融手数料」（前

第２四半期連結累計期間57百万円)は、重要性が増したため、区分掲記しております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に

より、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２　前第２四半期連結会計期間において営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「金融手数料」（前

第２四半期連結会計期間42百万円)は、重要性が増したため、区分掲記しております。
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【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法 　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

２　法人税等並びに繰延税金資

産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会

計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方

法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算

定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。

４　連結会社相互間の債権債務

及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差

　異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金

　額に合わせる方法により相殺消去しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　担保資産及び担保付債務

下記の資産は貸株による短期借入金(121百万円)

の担保に供しております。　

　投資有価証券 150百万円

　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。

　㈱ＩＷＤ 143百万円

　興亜建設工業㈱ 173　〃

　その他１社 27　〃

　従業員 15　〃

　　　計 359百万円

※３　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　  88百万円

※４　減価償却累計額

　建物・構築物 7,762百万円

　機械装置・運搬具 18,402　〃

  リース資産 34　〃

　その他 1,601　〃

　　　計 27,802百万円

※５　たな卸資産及び工事損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契

約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金

に対応する額は544百万円であります。

 

※１　担保資産及び担保付債務

下記の資産は貸株による短期借入金(134百万円)

の担保に供しております。　

　投資有価証券 180百万円

　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。

　㈱ＩＷＤ 150百万円

　興亜建設工業㈱ 183　〃

　その他１社 30　〃

　従業員 20　〃

　　　計 384百万円

※３　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　 　 21百万円

※４　減価償却累計額

　建物・構築物 7,715百万円

　機械装置・運搬具 18,225　〃

  リース資産 16　〃

　その他 1,580　〃

　　　計 27,538百万円

※５　たな卸資産及び工事損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契

約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金

に対応する額は284百万円であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年９月30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 1,388百万円

　退職給付費用 147　〃

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である建

　　　設事業において、契約により工事の完成引渡し

　　　が第４四半期連結会計期間に集中しているため

　　　第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会

　　　計期間における売上高に比べ、第４四半期連結

　　　会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

　　　節的変動があります。

※３　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。

※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 1,401百万円

　退職給付費用 123　〃

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である建

　　　設事業において、契約により工事の完成引渡し

　　　が第４四半期連結会計期間に集中しているため

　　　第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会

　　　計期間における売上高に比べ、第４四半期連結

　　　会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

　　　節的変動があります。

※３　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。

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
 至　平成22年９月30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 682百万円

　退職給付費用 72　〃

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である建

　　　設事業において、契約により工事の完成引渡し

　　　が第４四半期連結会計期間に集中しているため

　　　第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会

　　　計期間における売上高に比べ、第４四半期連結

　　　会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

　　　節的変動があります。

※３　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。

※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 691百万円

　退職給付費用 60　〃

　２　当社グループの売上高は、主たる事業である建

　　　設事業において、契約により工事の完成引渡し

　　　が第４四半期連結会計期間に集中しているため

　　　第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会

　　　計期間における売上高に比べ、第４四半期連結

　　　会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

　　　節的変動があります。

※３　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。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

　関係

　現金預金勘定 10,499百万円

　預入期間が３か月超の定期預金 △60　〃

　現金及び現金同等物 10,439百万円
　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

　関係

　現金預金勘定 9,937百万円

　現金及び現金同等物 9,937百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年９月30日)

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 52,200,239

　
２.　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,646,177

　
３.　新株予約権等に関する事項

　　　 該当事項はありません。

　

４.　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 253 5 平成22年3月31日 平成22年6月30日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
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

10,446 7,586 18,032 ― 18,032

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

9 179 188 (188) ―

計 10,455 7,765 18,221 (188) 18,032

営業利益及び営業損失(△) △30 1,054 1,024 (310) 714

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
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

16,788 13,652 30,441 ― 30,441

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

24 323 347 (347) ―

計 16,813 13,975 30,789 (347) 30,441

営業利益及び営業損失(△) △414 1,303 889 (680) 208

　

(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、その他建設用材料の製造販売・環境

　　　　　　　　　　　　　事業等の事業　
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

　当社グループは、舗装、土木その他建設工事、建設物の解体工事を行う「建設事業」とアスファルト合材、

アスファルト乳剤、その他建設用材料の製造販売及び建設廃棄物の中間処理、汚染土壌の調査・浄化処理等

を行う「製造販売・環境事業等」で事業活動を展開しております。

　従って、当社グループは「建設事業」及び「製造販売・環境事業等」の２つを報告セグメントとしており

ます。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

建設事業
製造販売・
環境事業等

計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 16,976 13,963 30,940

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

29 380 410

計 17,006 14,344 31,351

セグメント利益又は損失(△) △1,041 716 △324

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

建設事業
製造販売・
環境事業等

計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 10,131 7,995 18,126

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

24 215 239

計 10,155 8,210 18,365

セグメント利益又は損失(△) △307 630 322
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

損失 金額

報告セグメント計 △324

セグメント間取引消去 △3

全社費用(注) △658

四半期連結損益計算書の営業損失 △986

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 322

セグメント間取引消去 △15

全社費用(注) △295

四半期連結損益計算書の営業利益 11

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

　

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

  該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 348.59円
　

　 372.95円
　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 17,189 18,353

普通株式に係る純資産額(百万円) 16,925 18,108

差額の主な内訳(百万円)
　少数株主持分

263 244

普通株式の発行済株式数(千株) 52,200 52,200

普通株式の自己株式数(千株) 3,646 3,645

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

48,554 48,555

　

２  1株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 2.74円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

―　円
　

１株当たり四半期純損失金額 18.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

―　円
　

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 132 895

普通株式に係る四半期純損失(百万円)　 132 895

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,509 48,554
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 6.72円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

―　円
　

１株当たり四半期純損失金額(△) △3.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

―　円
　

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結会計期間においては、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。当第２四半期連結会計期間においては、１株当たり四半期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失（△)(百万円)

326 △150

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)　

326 △150

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,559 48,554

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月９日

東亜道路工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　大 田 原  吉 　隆 　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　福   本   千   人 　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１

四半期連結会計期間より請負工事に係る収益の計上基準について、「工事契約に関する会計基準」及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」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、四半期レビュー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(四半期報告書提

出会社)が別途保管しております。

※　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月５日

東亜道路工業株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士  大 田 原  吉   隆  ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士  福   本   千   人  ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士  島    村     哲    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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

22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
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

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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