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1. 平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 37,308 △7.2 2,323 △5.0 2,429 △4.1 1,683 13.7

28年3月期 40,220 3.6 2,444 66.7 2,533 65.2 1,479 61.7

（注）包括利益 29年3月期　　1,642百万円 （20.7％） 28年3月期　　1,361百万円 （26.6％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年3月期 105.50 ― 13.1 7.6 6.2

28年3月期 92.75 ― 12.9 8.0 6.1

（参考） 持分法投資損益 29年3月期 92百万円 28年3月期 74百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 31,233 13,692 43.7 855.53

28年3月期 32,386 12,164 37.4 760.05

（参考） 自己資本 29年3月期 13,648百万円 28年3月期 12,125百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年3月期 1,221 △825 △1,349 3,991

28年3月期 3,626 △590 △188 4,945

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

28年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 111 7.5 1.0

29年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 159 9.5 1.2

30年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 10.6

（注）平成28年３月期期末配当金の内訳　普通配当　５円00銭　特別配当　２円00銭

　　　平成29年３月期期末配当金の内訳　普通配当　７円00銭　特別配当　３円00銭

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 18,000 20.2 300 △52.3 310 △53.5 200 △51.5 12.54

通期 42,500 13.9 2,200 △5.3 2,200 △9.4 1,500 △10.9 94.02



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　有

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

　（注）、詳細は、添付資料11ページ「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期 15,978,500 株 28年3月期 15,978,500 株

② 期末自己株式数 29年3月期 25,627 株 28年3月期 24,331 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 15,953,768 株 28年3月期 15,954,610 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 34,033 △12.5 2,034 △12.6 2,154 △8.6 1,511 11.9

28年3月期 38,916 3.9 2,327 67.0 2,357 67.1 1,349 63.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

29年3月期 94.72 ―

28年3月期 84.61 ―

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 29,369 12,655 43.1 793.32

28年3月期 31,240 11,257 36.0 705.60

（参考） 自己資本 29年3月期 12,655百万円 28年3月期 11,257百万円

2. 平成30年 3月期の個別業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 17,000 18.6 270 △54.0 280 △61.3 180 △63.1 11.28

通期 40,000 17.5 2,150 5.7 2,150 △0.2 1,400 △7.4 87.75

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用環境の改善がみられるなど緩やかな回復基調で推

移しましたが、中国をはじめとする新興国の景気下振れや英国のＥＵ離脱問題、米国の新政権の政策など海外経済

の影響もあり、不透明な状況で推移しました。

道路建設業界におきましては、民間設備投資は堅調であるものの一部に慎重さがみられ、公共投資は緩やかな減

少傾向にあることに加え、舗装工事が減少傾向にあり全国のアスファルト合材製造数量が減少し続けていることか

ら、熾烈な受注競争が経常化し、厳しい事業環境にありました。

当社グループではこのような状況下にあって、顧客第一・品質重視・法令遵守の経営姿勢を堅持し、工事受注と

製品販売の拡大に向けて既存顧客の深耕や、新規顧客の開拓に総力を挙げて取り組みました。その結果、受注高は、

391億６千５百万円（前年同期の受注高は379億９千１百万円）となり、売上高は、373億８百万円（前年同期の売上

高は402億２千万円）となりました。

　利益につきましては、工事部門及び製造部門ともに原価管理の徹底による利益率の改善に努めました結果、経常

利益は24億２千９百万円（前年同期の経常利益は25億３千３百万円）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は

16億８千３百万円（前年同期の親会社株主に帰属する当期純利益は14億７千９百万円）となりました。

　

〔主な受注工事〕

発注者 工事名 工事場所

中日本高速道路株式会社 東海北陸自動車道 郡上舗装工事 岐阜県

国土交通省東北地方整備局 国道45号 山田地区舗装工事 岩手県

五洋建設株式会社 岩国飛行場(Ｈ28)装備作業地区舗装その他工事の内、舗装工事 山口県

武内建設株式会社 (仮称)北市川運動公園整備工事 千葉県

道路工業株式会社 東京外環自動車道 松戸地区舗装工事 千葉県

〔主な完成工事〕

発注者 工事名 工事場所

国土交通省東北地方整備局 東北中央自動車道 栗子トンネル舗装工事（福島側） 福島県

中日本高速道路株式会社 新名神高速道路 四日市舗装工事 三重県

東日本高速道路株式会社 東北自動車道 泉～一関間舗装補修工事 宮城県

神奈川県内広域水道企業団 小雀調整池耐震補強工事 神奈川県

国土交通省東北地方整備局 福平地区舗装工事 宮城県

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度の資産合計は、312億３千３百万円（前連結会計年度比11億５千２百万円減、3.6％減）、流動資

産は191億９百万円（同９億６千９百万円減、4.8％減）、固定資産は121億２千４百万円（同１億８千３百万円減、

1.5％減）となりました。

流動資産減少の主な要因につきましては、短期借入金の返済などにより現金預金が９億５千４百万円減少したこ

とによります。固定資産減少の主な要因は減価償却によるものです。

当連結会計年度の負債合計は175億４千万円（同26億８千万円減、13.3％減）、流動負債は131億４千５百万円

（同25億３千９百万円減、16.2％減）、固定負債は43億９千５百万円（同１億４千万円減、3.1％減）となりまし

た。流動負債減少の主な要因は、短期借入金が前年度より13億１千万円減少したことによります。固定負債減少の

主な要因は、退職給付に係る負債が１億５千８百万円減少したことによります。

当連結会計年度の純資産合計は、136億９千２百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加であります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、12億２千１百万円（前連結会計年度は36億２千６百万円の増

加）となりました。主な増加の要因は、税金等調整前当期純利益によるものであります。また、主な減少の要因は

法人税等の支払と仕入債務の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動による資金の減少は、８億２千５百万円（前連結会計年度は５億９千万円の減少）と

なりました。主な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動による資金の減少は、13億４千９百万円（前連結会計年度は１億８千８百万円の減

少）となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出であります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

自己資本比率 29.6 33.9 35.0 37.4 43.7

時価ベースの自己資本比率 17.0 16.4 15.4 14.7 17.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.9 4.6 100.7 1.2 2.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

23.9 11.0 0.8 56.9 22.8

　（注） 自己資本比率：自己資本／総資産

　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　 インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　 ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

　 しております。

　 ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

　 よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。

（４）今後の見通し

今後のわが国経済は雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、全体として景気は緩やかに回

復するものの、米国大統領の政策の実現性、北朝鮮問題などの地政学的リスク、中国経済の減速懸念や新興国の景

気低迷等により不透明感が増しており、民間設備投資は、しばらくの間、抑制的に推移するものと予想されます。

道路建設業界におきましては、設備投資の動きに足踏みがみられるものの、東京オリンピックを控え都市部での

再開発事業や道路の防災・耐震対策や代替確保のための道路ネットワークの整備、無電柱化などの需要が見込める

状況にあります。一方では、建設現場における労働者不足、労務単価や資材単価の高騰による建設コストの上昇に

加え、建設需要の地域間格差が顕在化するなども利益圧迫の懸念材料となっています。

これらの情勢を勘案して、通期（平成30年３月期）の連結業績につきましては、売上高425億円、営業利益22億

円、経常利益22億円、親会社株主に帰属する当期純利益15億円を見込んでおります。

また、当社単体の次期業績につきましては、売上高400億円、営業利益21億５千万円、経常利益21億５千万円、

当期純利益14億円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループの業務は日本国内中心で行われており、国際的な資金調達を行っておりませんので、当面は日本基準に

基づき連結財務諸表を作成する方針です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,945,668 3,991,387

受取手形・完成工事未収入金等 13,493,178 13,686,134

未成工事支出金 842,269 739,110

その他のたな卸資産 170,815 171,159

繰延税金資産 314,836 333,783

その他 319,045 202,581

貸倒引当金 △7,421 △14,841

流動資産合計 20,078,391 19,109,315

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 7,511,689 7,803,283

機械、運搬具及び工具器具備品 8,910,157 8,941,807

土地 5,957,089 5,949,302

建設仮勘定 142,859 98,197

その他 111,734 102,338

減価償却累計額 △12,751,021 △13,200,601

有形固定資産合計 9,882,508 9,694,327

無形固定資産 49,661 38,556

投資その他の資産

投資有価証券 1,539,152 1,610,171

長期貸付金 62,979 51,117

破産更生債権等 64,810 80,657

繰延税金資産 706,356 659,636

その他 66,484 59,461

貸倒引当金 △64,244 △69,512

投資その他の資産合計 2,375,538 2,391,531

固定資産合計 12,307,708 12,124,415

資産合計 32,386,099 31,233,731
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,946,454 8,411,583

短期借入金 3,110,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 312,872 398,980

未払法人税等 627,723 538,459

未払消費税等 241,157 171,711

未成工事受入金 518,893 362,591

賞与引当金 381,200 384,499

完成工事補償引当金 13,609 31,195

工事損失引当金 89,900 69,300

独占禁止法関連損失引当金 519,721 337,081

設備関係支払手形 460,353 68,718

その他 463,141 571,148

流動負債合計 15,685,026 13,145,269

固定負債

長期借入金 849,360 865,330

退職給付に係る負債 2,592,127 2,433,572

再評価に係る繰延税金負債 886,522 886,522

長期預り金 156,000 156,000

その他 52,280 54,261

固定負債合計 4,536,290 4,395,687

負債合計 20,221,317 17,540,956

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 7,519,520 9,090,987

自己株式 △4,784 △5,129

株主資本合計 10,135,838 11,706,960

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 203,558 202,973

土地再評価差額金 1,698,058 1,698,058

退職給付に係る調整累計額 88,517 40,142

その他の包括利益累計額合計 1,990,135 1,941,173

非支配株主持分 38,808 44,640

純資産合計 12,164,782 13,692,774

負債純資産合計 32,386,099 31,233,731
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 40,220,877 37,308,474

売上原価 35,840,273 32,984,990

売上総利益 4,380,604 4,323,483

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 886,925 874,584

賞与引当金繰入額 84,932 89,472

退職給付費用 25,068 30,128

貸倒引当金繰入額 - 25,427

減価償却費 80,140 72,704

その他 859,063 907,870

販売費及び一般管理費合計 1,936,129 2,000,187

営業利益 2,444,474 2,323,295

営業外収益

受取利息 7,760 7,161

受取配当金 20,520 47,746

持分法による投資利益 74,706 92,081

貸倒引当金戻入額 29,959 -

その他 25,538 26,016

営業外収益合計 158,485 173,005

営業外費用

支払利息 64,325 57,056

その他 5,065 9,689

営業外費用合計 69,391 66,745

経常利益 2,533,567 2,429,556

特別利益

固定資産売却益 33,113 18,536

関係会社出資金売却益 26,221 -

関係会社清算益 - 15,228

特別利益合計 59,334 33,764

特別損失

固定資産売却損 548 2,494

固定資産除却損 40,982 7,420

減損損失 269 3,424

独占禁止法関連損失引当金繰入額 311,832 -

特別損失合計 353,633 13,339

税金等調整前当期純利益 2,239,268 2,449,980

法人税、住民税及び事業税 676,929 707,653

法人税等調整額 76,624 51,249

法人税等合計 753,554 758,902

当期純利益 1,485,713 1,691,078

非支配株主に帰属する当期純利益 5,992 7,931

親会社株主に帰属する当期純利益 1,479,721 1,683,146
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 1,485,713 1,691,078

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △73,497 △581

土地再評価差額金 49,251 -

為替換算調整勘定 △2,059 -

退職給付に係る調整額 △87,539 △48,375

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,835 △4

その他の包括利益合計 △124,681 △48,961

包括利益 1,361,032 1,642,116

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,355,039 1,634,185

非支配株主に係る包括利益 5,992 7,931
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,751,500 869,602 6,098,529 △4,522 8,715,110

当期変動額

剰余金の配当 △79,775 △79,775

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,479,721 1,479,721

自己株式の取得 △262 △262

連結範囲の変動 21,044 21,044

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 1,420,990 △262 1,420,728

当期末残高 1,751,500 869,602 7,519,520 △4,784 10,135,838

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算調整

勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 278,590 1,648,807 11,360 176,057 2,114,816 32,815 10,862,742

当期変動額

剰余金の配当 △79,775

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,479,721

自己株式の取得 △262

連結範囲の変動 21,044

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△75,031 49,251 △11,360 △87,539 △124,681 5,992 △118,688

当期変動額合計 △75,031 49,251 △11,360 △87,539 △124,681 5,992 1,302,040

当期末残高 203,558 1,698,058 - 88,517 1,990,135 38,808 12,164,782
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　当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,751,500 869,602 7,519,520 △4,784 10,135,838

当期変動額

剰余金の配当 △111,679 △111,679

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,683,146 1,683,146

自己株式の取得 △345 △345

連結範囲の変動 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 1,571,467 △345 1,571,122

当期末残高 1,751,500 869,602 9,090,987 △5,129 11,706,960

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算調整

勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 203,558 1,698,058 - 88,517 1,990,135 38,808 12,164,782

当期変動額

剰余金の配当 △111,679

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,683,146

自己株式の取得 △345

連結範囲の変動 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△585 - - △48,375 △48,961 5,831 △43,129

当期変動額合計 △585 - - △48,375 △48,961 5,831 1,527,992

当期末残高 202,973 1,698,058 - 40,142 1,941,173 44,640 13,692,774
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

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 2,239,268 2,449,980

減価償却費 712,025 731,647

減損損失 269 3,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △170,183 △228,259

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,941 20,687

その他の引当金の増減額（△は減少） 287,330 △182,354

受取利息及び受取配当金 △28,280 △54,908

支払利息 64,325 57,056

持分法による投資損益（△は益） △74,706 △92,081

その他の営業外損益（△は益） △20,472 △16,327

有形固定資産売却損益（△は益） △32,564 △16,041

有形固定資産除却損 40,982 7,420

その他の特別損益（△は益） △26,221 △15,228

売上債権の増減額（△は増加） 1,725,291 △363,976

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,738 102,814

仕入債務の増減額（△は減少） △640,794 △429,386

未払消費税等の増減額（△は減少） 105,656 △67,608

小計 4,090,248 1,906,860

利息及び配当金の受取額 28,280 54,908

利息の支払額 △63,676 △53,655

法人税等の支払額 △460,592 △811,256

その他 31,760 124,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,626,020 1,221,165

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 △685,464 △893,997

有形固定資産の売却による収入 92,307 22,536

無形固定資産の取得による支出 △6,937 △997

貸付けによる支出 △45,882 △77,761

貸付金の回収による収入 55,321 91,615

関係会社の清算による収入 - 15,228

関係会社出資金の売却による収入 - 23,000

その他 570 △5,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △590,083 △825,585

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） 210,000 △1,310,000

長期借入れによる収入 40,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △332,408 △397,922

リース債務の返済による支出 △25,870 △27,619

配当金の支払額 △79,919 △111,874

その他 △262 △2,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,460 △1,349,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,922 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,845,553 △954,280

現金及び現金同等物の期首残高 2,117,711 4,945,668

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △17,596 -

現金及び現金同等物の期末残高 4,945,668 3,991,387
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はございません。

(会計方針の変更)

　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当連結会計年度において、連結財務諸表への影響は軽微であります。

　

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結

会計年度から適用しております。

(セグメント情報等)

当社グループは、建設事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 760.05円 855.53円

１株当たり当期純利益金額 92.75円 105.50円

　

（注）１．潜在株式調整後１株当たり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。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

　

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,479,721 1,683,146

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
純利益（千円）

1,479,721 1,683,146

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,954 15,953

　

　 ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

　

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 12,164,782 13,692,774

普通株主に係る純資産額（千円） 12,125,974 13,648,134

差額の内訳（千円）

　非支配株主持分 38,808 44,640

普通株式の発行済株式数（千株） 15,978 15,978

普通株式の自己株式数（千株） 24 25

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（千株）

15,954 15,952

　

(重要な後発事象)

該当事項はございません。
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,564,583 3,688,980

受取手形 2,091,359 1,988,607

完成工事未収入金 9,713,530 8,940,475

売掛金 1,389,977 1,582,890

未成工事支出金 839,700 680,619

材料貯蔵品 163,913 164,003

短期貸付金 6,260 116,260

前払費用 26,669 22,545

繰延税金資産 308,875 316,951

従業員に対する短期貸付金 24,700 22,371

その他 262,665 262,345

貸倒引当金 △5,230 △4,950

流動資産合計 19,387,006 17,781,099

固定資産

有形固定資産

建物 5,997,695 6,236,179

減価償却累計額 △3,676,438 △3,821,373

建物（純額） 2,321,257 2,414,805

構築物 1,473,979 1,526,646

減価償却累計額 △1,218,998 △1,253,683

構築物（純額） 254,981 272,962

機械及び装置 8,079,009 8,111,264

減価償却累計額 △7,023,008 △7,284,224

機械及び装置（純額） 1,056,001 827,039

車両運搬具 14,347 13,109

減価償却累計額 △12,967 △12,597

車両運搬具（純額） 1,379 512

工具、器具及び備品 645,871 645,932

減価償却累計額 △587,851 △592,430

工具、器具及び備品（純額） 58,019 53,502

土地 5,871,055 5,863,268

リース資産 111,734 102,338

減価償却累計額 △65,094 △54,708

リース資産（純額） 46,640 47,630

建設仮勘定 142,859 98,197

有形固定資産合計 9,752,194 9,577,919

無形固定資産

ソフトウエア 23,714 16,657

電話加入権 14,942 14,942

リース資産 9,872 5,979

無形固定資産合計 48,530 37,579
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 688,635 685,907

関係会社株式 504,077 504,077

出資金 4,110 4,110

関係会社長期貸付金 12,040 5,780

従業員に対する長期貸付金 50,439 42,942

破産更生債権等 63,469 79,376

繰延税金資産 739,274 672,178

その他 53,534 46,413

貸倒引当金 △62,964 △68,277

投資その他の資産合計 2,052,615 1,972,508

固定資産合計 11,853,340 11,588,007

資産合計 31,240,347 29,369,107
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 4,659,871 3,876,593

工事未払金 4,042,016 3,871,011

短期借入金 3,110,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 299,280 390,940

リース債務 24,563 19,893

未払金 239,897 341,496

未払費用 108,953 89,654

未払法人税等 594,125 456,704

未払消費税等 233,910 128,902

未成工事受入金 518,893 348,934

預り金 72,394 83,833

賞与引当金 376,000 372,800

完成工事補償引当金 12,800 28,766

工事損失引当金 89,900 69,300

独占禁止法関連損失引当金 519,721 337,081

資産除去債務 2,286 -

設備関係支払手形 460,353 68,718

流動負債合計 15,364,968 12,284,631

固定負債

長期借入金 822,090 856,150

長期未払金 292 292

リース債務 35,966 37,822

長期預り金 156,000 156,000

再評価に係る繰延税金負債 886,522 886,522

退職給付引当金 2,701,293 2,475,769

資産除去債務 16,022 16,146

固定負債合計 4,618,187 4,428,704

負債合計 19,983,156 16,713,335

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金

資本準備金 600,000 600,000

その他資本剰余金 269,602 269,602

資本剰余金合計 869,602 869,602

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 6,740,552 8,140,059

利益剰余金合計 6,740,552 8,140,059

自己株式 △4,784 △5,129

株主資本合計 9,356,871 10,756,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 202,261 201,679

土地再評価差額金 1,698,058 1,698,058

評価・換算差額等合計 1,900,319 1,899,738

純資産合計 11,257,191 12,655,771

負債純資産合計 31,240,347 29,369,107
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高

完成工事高 33,668,343 28,696,319

製品売上高 5,248,268 5,337,157

売上高合計 38,916,611 34,033,476

売上原価

完成工事原価 30,775,905 25,831,134

製品売上原価 3,966,711 4,354,865

売上原価合計 34,742,617 30,185,999

売上総利益

完成工事総利益 2,892,437 2,865,185

製品売上総利益 1,281,556 982,292

売上総利益合計 4,173,994 3,847,477

販売費及び一般管理費

役員報酬 135,383 117,691

従業員給料手当 850,047 851,798

賞与引当金繰入額 84,073 88,465

退職金 8,263 21,242

退職給付費用 24,908 29,990

法定福利費 131,459 130,487

福利厚生費 40,765 36,603

修繕維持費 5,952 10,001

事務用品費 52,060 55,037

通信交通費 89,391 87,038

動力用水光熱費 15,479 13,728

研究開発費 40,097 48,998

広告宣伝費 4,671 9,777

貸倒引当金繰入額 - 17,773

交際費 11,392 7,797

寄付金 451 378

地代家賃 20,668 19,137

減価償却費 81,935 72,304

租税公課 82,289 120,686

保険料 33,382 33,825

雑費 134,110 40,642

販売費及び一般管理費合計 1,846,783 1,813,406

営業利益 2,327,211 2,034,071
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業外収益

受取利息 7,698 7,094

受取配当金 37,489 154,401

保険関連収入 6,192 4,115

受取賃貸料 6,182 6,013

貸倒引当金戻入額 29,414 -

その他 11,562 14,400

営業外収益合計 98,540 186,025

営業外費用

支払利息 63,441 56,192

その他 4,935 9,660

営業外費用合計 68,377 65,852

経常利益 2,357,374 2,154,244

特別利益

固定資産売却益 33,113 18,536

関係会社出資金売却益 18,313 -

関係会社清算益 - 15,228

特別利益合計 51,426 33,764

特別損失

固定資産除却損 40,463 7,420

固定資産売却損 - 2,494

減損損失 269 3,424

独占禁止法関連損失引当金繰入額 311,832 -

特別損失合計 352,565 13,339

税引前当期純利益 2,056,235 2,174,669

法人税、住民税及び事業税 629,802 602,316

法人税等調整額 76,447 61,166

法人税等合計 706,250 663,483

当期純利益 1,349,985 1,511,186
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,751,500 600,000 269,602 869,602 5,470,342 5,470,342

当期変動額

剰余金の配当 △79,775 △79,775

当期純利益 1,349,985 1,349,985

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 1,270,209 1,270,209

当期末残高 1,751,500 600,000 269,602 869,602 6,740,552 6,740,552

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △4,522 8,086,923 275,758 1,648,807 1,924,565 10,011,489

当期変動額

剰余金の配当 △79,775 △79,775

当期純利益 1,349,985 1,349,985

自己株式の取得 △262 △262 △262

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△73,497 49,251 △24,245 △24,245

当期変動額合計 △262 1,269,947 △73,497 49,251 △24,245 1,245,701

当期末残高 △4,784 9,356,871 202,261 1,698,058 1,900,319 11,257,191
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当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,751,500 600,000 269,602 869,602 6,740,552 6,740,552

当期変動額

剰余金の配当 △111,679 △111,679

当期純利益 1,511,186 1,511,186

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 1,399,507 1,399,507

当期末残高 1,751,500 600,000 269,602 869,602 8,140,059 8,140,059

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △4,784 9,356,871 202,261 1,698,058 1,900,319 11,257,191

当期変動額

剰余金の配当 △111,679 △111,679

当期純利益 1,511,186 1,511,186

自己株式の取得 △345 △345 △345

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△581 - △581 △581

当期変動額合計 △345 1,399,162 △581 - △581 1,398,580

当期末残高 △5,129 10,756,033 201,679 1,698,058 1,899,738 12,655,771
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５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　

　 （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
(自 平成27年４月１日 (自 平成28年４月１日 比較増減
至 平成28年３月31日) 至 平成29年３月31日)
金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

舗装工事 12,387 90.2 10,375 90.2 △2,011

工事部門 土木工事等 1,348 9.8 1,129 9.8 △219

前期繰越高 計 13,735 100.0 11,504 100.0 △2,231

製品等販売部門 ─ ─ ― ― ─

合 計 13,735 100.0 11,504 100.0 △2,231

舗装工事 26,518 72.3 25,456 71.5 △1,062

工事部門 土木工事等 4,918 13.4 4,830 13.6 △88

受 注 高 計 31,437 85.7 30,286 85.0 △1,150

製品等販売部門 5,248 14.3 5,337 15.0 88

合 計 36,685 100.0 35,623 100.0 △1,061

舗装工事 28,530 73.3 23,841 70.1 △4,688

工事部門 土木工事等 5,138 13.2 4,854 14.3 △283

売 上 高 計 33,668 86.5 28,696 84.3 △4,972

製品等販売部門 5,248 13.5 5,337 15.7 88

合 計 38,916 100.0 34,033 100.0 △4,883

舗装工事 10,375 90.2 11,990 91.6 1,614

工事部門 土木工事等 1,129 9.8 1,104 8.4 △24

次期繰越高 計 11,504 100.0 13,094 100.0 1,590

製品等販売部門 ─ ─ ─ ─ ─

合 計 11,504 100.0 13,094 100.0 1,590
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（２）役員の異動

　

① 代表者の異動(平成29年６月29日付予定)

１．就任予定代表取締役

代表取締役 原 義久（現 常務執行役員）

２．退任予定代表取締役

角谷 正人（現 代表取締役）

(注)角谷正人氏は退任後、顧問に就任予定であります。

　

② その他の役員の異動(平成29年６月29日付予定)

１．新任予定取締役

取締役 原 淳一（現 常務執行役員）

取締役 石井 直孝（現 常務執行役員）

２．新任予定監査役

常勤監査役 花澤 修一（現 監査室長）

３．退任予定取締役

加藤 幸夫（現 取締役）

(注)加藤幸夫氏は退任後、顧問に就任予定であります。
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