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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 213,208 4.0 16,660 14.6 17,838 16.4 10,086 32.7
24年3月期 204,935 12.7 14,538 47.3 15,329 55.7 7,603 41.5

（注）包括利益 25年3月期 10,735百万円 （26.2％） 24年3月期 8,509百万円 （65.1％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 116.71 ― 7.4 9.0 7.8
24年3月期 87.92 ― 5.9 8.3 7.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 64百万円 24年3月期 41百万円

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

25年3月期 199,608 141,812 70.9 1,641.75
24年3月期 195,228 132,911 68.0 1,535.27

（参考） 自己資本 25年3月期 141,615百万円 24年3月期 132,752百万円

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

25年3月期 18,962 △15,754 △1,834 40,404
24年3月期 22,089 △14,220 △1,235 38,981

2.  配当の状況

(注) 25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭 特別配当 7円00銭

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 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 1,560 20.5 1.2
25年3月期 ― ― ― 25.00 25.00 2,162 21.4 1.6
26年3月期(予想) ― ― ― 25.00 25.00 20.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 96,000 0.6 5,100 △15.0 5,500 △15.4 3,000 △19.7 34.78
通期 220,000 3.2 17,500 5.0 18,200 2.0 10,500 4.1 121.73



※  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

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注) 当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま
す。詳細は、添付資料14ページ ３．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に対する注記事項をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

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 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 94,159,453 株 24年3月期 94,159,453 株
② 期末自己株式数 25年3月期 7,900,179 株 24年3月期 7,690,982 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 86,428,339 株 24年3月期 86,482,085 株

（参考）個別業績の概要

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 個別財政状態

(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 ％

25年3月期 204,688 3.6 16,635 16.3 17,229 14.7 9,780 30.5
24年3月期 197,579 14.1 14,299 51.0 15,026 63.3 7,494 51.4

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

25年3月期 112.84 ―
24年3月期 86.41 ―

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

25年3月期 193,720 138,999 71.8 1,606.82
24年3月期 188,391 130,487 69.3 1,504.78

（参考） 自己資本 25年3月期 138,999百万円 24年3月期 130,487百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は

終了しておりません。

※ 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、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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。

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) 92,200 0.5 5,100 △16.3 5,400 △15.6 3,000 △19.5 34.68
通期 210,000 2.6 17,000 2.2 17,500 1.6 10,000 2.2 115.60
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期においては震災の復興需要等に支えられ、緩やかな回

復の傾向にありましたが、海外の経済成長鈍化や長引く円高の影響により厳しい状況で推移しました。

しかしながら、12月の政権交代に伴う政策の期待から、円高の修正や株価の回復により、一部で明るい

兆しがみえはじめました。 

道路業界におきましては、公共投資は政府の補正予算の執行により堅調に推移しましたが、民間発注

工事は設備投資の回復力が弱く、依然として受注環境の厳しさは続きました。 

このような情勢のもと当グループは、建設事業においては民間発注工事に注力した受注活動に努める

とともに震災復興工事にも取り組み、製造・販売事業においては販売数量の確保と採算性の維持に努め

てまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の受注高は2,134億５千３百万円(前年同期比2.9％増)、売上高は2,132

億８百万円(前年同期比4.0％増)となりました。 

営業利益は166億６千万円(前年同期比14.6％増)、経常利益は178億３千８百万円(前年同期比16.4％

増)、当期純利益は100億８千６百万円(前年同期比32.7％増)となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（建設事業） 

建設事業における受注環境は依然として厳しいものの、民間発注工事の受注が増加したことから当

連結会計年度の受注工事高は1,342億４千６百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

完成工事高は受注の増加により1,333億６千７百万円（前年同期比3.4％増）となり、営業利益は83

億円（前年同期比31.8％増）となりました。 

  

当連結会計年度の主な受注工事及び完成工事は次のとおりであります。 

主要受注工事 

 
主要完成工事 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

発  注  者 工    事    名 工 事 場 所

宮城県道路公社 仙台松島（Ⅵ）舗装（６工区）工事 宮城県

株式会社ダイユーエイト ダイユーエイト白石店 宮城県

東日本高速道路株式会社 常磐自動車道 相馬北舗装工事 福島県

イオンモール株式会社
（仮称）イオンモールつくば従業員駐車場Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ及び
臨時駐車場Ａ整備工事

茨城県

東日本高速道路株式会社 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事
東京都・神奈川
県

東京瓦斯株式会社 道路復旧工事（低圧） 神奈川県

国土交通省 国道１号枚方（走谷地区）舗装修繕工事 大阪府

国土交通省 佐伯港（女島地区）岸壁（－１４ｍ）舗装工事 大分県

綿半ホールディングス株式
会社

（仮称）綿半長野ビル新築工事 長野県

太陽石油株式会社 ＴＡＵ設備建設工事のうち、道路改修工事その１ 愛媛県

発  注  者 工    事    名 工 事 場 所

防衛省 千歳（２３）誘導路整備土木工事 北海道

国土交通省 仁賀保道路改良舗装工事 秋田県

東日本高速道路株式会社 東北自動車道 郡山管内舗装災害復旧工事 福島県

成田国際空港株式会社 西側誘導路舗装その他工事 千葉県

株式会社東京ビッグサイト
平成２４年度 東京ビッグサイト 東屋外駐車場舗装工事（そ
の１）

東京都

東京港埠頭株式会社 平成２３年度 公共コンテナ埠頭ヤード改良工事 東京都

横須賀市 （仮称）佐原２丁目公園整備工事 神奈川県

阪神高速道路株式会社 舗装補修工事（２３－１－神） 兵庫県

国土交通省 尾道・松江自動車道大吉田南地区舗装工事 島根県

マックスバリュ九州株式会
社

鳥栖村田店新築工事（外構） 佐賀県
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（製造・販売事業） 

製造・販売事業における当連結会計年度のアスファルト合材及びその他製品売上高は、販売数量が

増加したことに伴い792億７百万円(前年同期比5.2％増）となり、営業利益は125億９千９百万円(前

年同期比3.0％増)となりました。 

（その他） 

当連結会計年度のその他売上高は６億３千４百万円(前年同期比15.0％減)となり、３百万円の営業

損失（前年同期１千万円の損失）となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、輸出の改善や政府の経済対策、金融政策の効果などにより景気は回復

に向かうものと思われますが、欧州債務危機の再燃や原材料価格等の高騰なども懸念され、先行き予断

を許さない状況が続くものと予想されます。 

道路業界におきましては、復興需要の継続や政府の緊急経済対策に伴う公共投資の増加に期待がもた

れますが、民間発注工事は国内外の需要動向に不透明さが残ることから企業の設備投資に慎重な姿勢が

みられ、受注競争の厳しさは続くと思われます。 

当グループといたしましては、建設事業においては都市部での民間需要に対応した営業力を強化し、

民間発注工事の確保に努めるとともに震災の復興工事にも引き続き取り組んでまいります。製造・販売

事業においては環境に配慮した設備投資を行い効率的な生産体制を構築し、顧客目線の品質・対応で販

売数量の確保を図ってまいります。また、環境分野等への資源配分により、新規成長分野へも注力して

まいります。 

なお、平成26年３月期の通期見通しとして連結売上高2,200億円、連結営業利益175億円、連結経常利

益182億円、連結当期純利益105億円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ16億６千５百万円増加し、1,176億４百万円となりました。こ

れは主に、有価証券の増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ27億１千４百万円増加し、820億４百万円となりました。これ

は主に、投資有価証券の増加によるものであります。 

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ43億７千９百万円増加し、1,996億８百万円となりま

した。 

(ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ53億２百万円減少し、486億８千９百万円となりました。これ

は主に、支払いによる支払手形・工事未払金等の減少によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ７億８千１百万円増加し、91億６百万円となりました。これは

主に、退職給付引当金の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ45億２千万円減少し、577億９千６百万円となりまし

た。 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ89億円増加し、1,418億１千２百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億２千２百万円増加

し、404億４百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の収入に比べ31億２

千７百万円減少し、189億６千２百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少によるもの

であります。 

（２）財政状態に関する分析
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(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出に比べ15億３

千４百万円増加し、157億５千４百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出の増加によるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出に比べ５億９

千８百万円増加し、18億３千４百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額の増加による

ものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（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 
※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。 
※キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債が存在しないため記載しておりません。 
※インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息の発生がないため記載しておりません。 

  

当社の利益配分に関する基本的な考え方は、安定配当の継続を第一義とし、将来の経営基盤の強化を

図りながら安定的な利益を確保することにあります。 

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回としております。 

当期の配当につきましては、平成25年２月８日に公表しました「配当予想の修正に関するお知らせ」

のとおり、当初予定の１株当たり18円の普通配当に特別配当７円を加えた１株当たり25円を予定してお

ります。なお、次期の配当金につきましては、期末配当金１株当たり25円を予定しております。 

内部留保資金につきましては、長期的かつ安定した成長発展のための事業展開、設備投資、研究開発

等に活用していく予定であります。 

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(％) 70.7 69.6 73.0 68.0 70.9

時価ベースの自己資本比率
(％)

45.9 37.6 42.9 45.6 55.1

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当グループは土木建築工事及びこれに関連する事業を行っております。その主なものは舗装工事・ス

ポーツ施設関連工事・景観工事・設備工事等の請負・設計・調査・監理とアスファルト合材及びその関

連製品の製造販売であります。 

これらの事業を通じて広く社会資本の整備と充実に貢献し、地域社会のみなさまの日常生活の便益に

資するとともに、人にやさしい環境と豊かな文化の創造を支援していくことが社会的使命であると考

え、これを当グループの経営理念としております。 

  

当グループは、ＲＯＥ（自己資本利益率）を重要な経営指標とし、効率的な利益の獲得により企業価

値を高める経営に徹してまいります。  

  

当グループは建設事業と舗装材料であるアスファルト合材の製造・販売事業を経営の柱として営業

所・工場を全国に展開しております。 

従来型の公共事業の見直しが強まる中、当グループは新たな飛躍と磐石な収益基盤を確立するため全

国の都市部に経営資源を集中し、経営の基盤であるブロック体制を強化することにより民間発注工事の

受注拡大を図っております。 

また、老朽化を迎える社会資本の維持補修技術の開発や、環境問題等社会のニーズに適合した新技

術・新工法の開発を積極的に進め、常にお客様に満足していただける良い仕事・良い製品をお届けでき

るよう、地域に密着した営業を展開してまいります。 

  

道路業界を取り巻く環境は今後も厳しい状況が続くものと思われますが、当グループは建設事業にお

いては、技術開発及び高度施工機械への投資を拡大し、技術者の教育・育成を徹底して施工体制の強化

を図るとともに、製造・販売事業においては、環境に配慮した設備への投資と市場を考慮した設備・人

員の配置を行うことでより効率的な生産・販売体制の確立を図って、持続的な成長・発展を目指す所存

であります。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 24,733 26,072

受取手形・完成工事未収入金等 50,601 46,852

有価証券 22,930 27,930

未成工事支出金等 5,094 4,691

繰延税金資産 2,247 2,540

その他 10,976 9,958

貸倒引当金 △645 △441

流動資産合計 115,938 117,604

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 29,862 30,975

機械・運搬具 72,560 75,529

土地 40,348 40,737

建設仮勘定 689 367

その他 4,337 4,534

減価償却累計額 △82,457 △85,743

有形固定資産合計 65,341 66,402

無形固定資産   

借地権 199 202

電話加入権 86 86

その他 1,125 1,029

無形固定資産合計 1,410 1,318

投資その他の資産   

投資有価証券 7,762 10,294

繰延税金資産 2,344 2,297

その他 2,989 1,966

貸倒引当金 △559 △274

投資その他の資産合計 12,537 14,283

固定資産合計 79,289 82,004

資産合計 195,228 199,608
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 37,422 32,234

未払法人税等 4,596 5,113

未成工事受入金 2,166 1,858

賞与引当金 3,037 2,887

役員賞与引当金 105 101

完成工事補償引当金 91 108

工事損失引当金 257 251

損害賠償引当金 270 －

災害損失引当金 2 －

その他 6,042 6,133

流動負債合計 53,992 48,689

固定負債   

退職給付引当金 7,378 8,376

役員退職慰労引当金 98 －

負ののれん 204 41

その他 642 687

固定負債合計 8,324 9,106

負債合計 62,316 57,796

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,350 19,350

資本剰余金 23,086 23,086

利益剰余金 94,414 102,940

自己株式 △4,221 △4,493

株主資本合計 132,630 140,883

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 281 899

為替換算調整勘定 △158 △167

その他の包括利益累計額合計 122 731

少数株主持分 159 196

純資産合計 132,911 141,812

負債純資産合計 195,228 199,608
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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：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 204,935 213,208

売上原価 180,274 186,341

売上総利益 24,660 26,866

販売費及び一般管理費 10,121 10,206

営業利益 14,538 16,660

営業外収益   

受取利息 3 3

有価証券利息 63 85

受取配当金 133 138

為替差益 － 192

貸倒引当金戻入額 215 280

持分法による投資利益 41 64

負ののれん償却額 162 162

その他 223 312

営業外収益合計 842 1,239

営業外費用   

為替差損 7 －

その他 44 61

営業外費用合計 51 61

経常利益 15,329 17,838

特別利益   

固定資産売却益 41 57

補助金収入 72 －

損害賠償引当金戻入額 － 97

災害損失引当金戻入額 71 －

その他 7 34

特別利益合計 193 189

特別損失   

固定資産除却損 787 787

減損損失 83 312

投資有価証券評価損 564 －

損害賠償引当金繰入額 270 －

その他 18 13

特別損失合計 1,724 1,113

税金等調整前当期純利益 13,798 16,914

法人税、住民税及び事業税 6,448 7,350

法人税等調整額 △276 △560

法人税等合計 6,171 6,790

少数株主損益調整前当期純利益 7,627 10,124

少数株主利益 23 37

当期純利益 7,603 10,086
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 連結包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 7,627 10,124

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 937 619

為替換算調整勘定 △54 △8

その他の包括利益合計 882 611

包括利益 8,509 10,735

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 8,486 10,696

少数株主に係る包括利益 22 38
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 19,350 19,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,350 19,350

資本剰余金   

当期首残高 23,086 23,086

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 23,086 23,086

利益剰余金   

当期首残高 88,024 94,414

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

当期純利益 7,603 10,086

当期変動額合計 6,389 8,525

当期末残高 94,414 102,940

自己株式   

当期首残高 △4,201 △4,221

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △19 △272

当期末残高 △4,221 △4,493

株主資本合計   

当期首残高 126,260 132,630

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

当期純利益 7,603 10,086

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 6,369 8,253

当期末残高 132,630 140,883
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △656 281

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 937 618

当期変動額合計 937 618

当期末残高 281 899

為替換算調整勘定   

当期首残高 △104 △158

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54 △8

当期変動額合計 △54 △8

当期末残高 △158 △167

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △760 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 882 609

当期変動額合計 882 609

当期末残高 122 731

少数株主持分   

当期首残高 138 159

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 37

当期変動額合計 21 37

当期末残高 159 196

純資産合計   

当期首残高 125,638 132,911

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

当期純利益 7,603 10,086

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 904 646

当期変動額合計 7,273 8,900

当期末残高 132,911 141,812
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 13,798 16,914

減価償却費 7,046 7,295

貸倒引当金の増減額（△は減少） △218 △504

賞与引当金の増減額（△は減少） 301 △150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 23 16

工事損失引当金の増減額（△は減少） △62 △6

損害賠償引当金の増減額（△は減少） 270 △270

災害損失引当金の増減額（△は減少） △137 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 534 997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △386 △98

受取利息及び受取配当金 △200 △227

為替差損益（△は益） 6 △128

投資有価証券評価損益（△は益） 564 －

持分法による投資損益（△は益） △41 △64

固定資産売却損益（△は益） △41 △57

固定資産除却損 787 787

減損損失 83 312

負ののれん償却額 △162 △162

売上債権の増減額（△は増加） △8,047 3,775

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △241 405

仕入債務の増減額（△は減少） 11,898 △5,317

未成工事受入金の増減額（△は減少） 353 △307

その他 1,168 2,379

小計 27,292 25,584

利息及び配当金の受取額 258 220

法人税等の支払額 △5,461 △6,842

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,089 18,962
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △21,990 △32,985

有価証券の売却及び償還による収入 17,995 28,992

信託受益権の取得による支出 △47,865 △53,644

信託受益権の償還による収入 45,738 53,979

有形固定資産の取得による支出 △7,118 △9,277

有形固定資産の売却による収入 53 109

投資有価証券の取得による支出 △48 △1,518

投資有価証券の売却及び償還による収入 5 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△110 －

貸付けによる支出 △32 △29

貸付金の回収による収入 49 86

その他 △895 △1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,220 △15,754

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △19 △272

配当金の支払額 △1,214 △1,560

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,235 △1,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,628 1,422

現金及び現金同等物の期首残高 32,353 38,981

現金及び現金同等物の期末残高 38,981 40,404
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該当事項なし。 

  

  

 
  

  

 
  

  

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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、定期的に検討を行なう対象となっているもので

ある。 

当社は、製品・サービス別に事業本部を設置し、それぞれの製品・サービスについての包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開している。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設事

業」及び「製造・販売事業」の２つを報告セグメントとしている。 

「建設事業」は、舗装工事、土木工事及びこれらに関連する事業を行っており、「製造・販売事業」

は、アスファルト合材・乳剤及びその他の建設資材等の製造・販売を行っている。 

  

（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）

（会計方針の変更）

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ279百万円増加している。

(表示方法の変更)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度は独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財
務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた102百万円は、

「減損損失」83百万円、「その他」18百万円として組み替えている。
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は、重

要性が増したため、当連結会計年度は独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の
連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた1,251百万円は、「減損損失」83百万円、「その他」1,168百万円として組み替えている。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）
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２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一である。 

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更している。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「建設事業」のセグメント利益が18百万

円、「製造・販売事業」のセグメント利益が231百万円及び「調整額」のセグメント利益が29百万円、

それぞれ増加している。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理業務及びコ

ンサルタント業務等を含んでいる。 

２ 調整額は、以下のとおりである。 

(1) セグメント利益の調整額△3,976百万円には、セグメント間取引消去16百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△3,992百万円が含まれている。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費である。 

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額445百万円は、主に管理部門の設備投資額である。 

３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。 

４ セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための定期的な検討対象となってい

ないため、記載していない。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３建設事業

製造・ 
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 128,919 75,269 204,189 746 204,935 ― 204,935
  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

0 26,209 26,209 554 26,764 △26,764 ―

計 128,919 101,478 230,398 1,301 231,699 △26,764 204,935

セグメント利益又は損失(△) 6,297 12,227 18,524 △10 18,514 △3,976 14,538

その他の項目

 減価償却費 1,733 4,475 6,208 17 6,226 647 6,874

 のれんの償却額 ― 172 172 ― 172 ― 172

 持分法適用会社への投資額 51 568 619 ― 619 ― 619
 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

1,733 6,689 8,423 ― 8,423 445 8,868

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３建設事業

製造・ 
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 133,367 79,207 212,574 634 213,208 ― 213,208
  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 28,126 28,126 572 28,698 △28,698 ―

計 133,367 107,333 240,700 1,206 241,907 △28,698 213,208

セグメント利益又は損失(△) 8,300 12,599 20,899 △3 20,896 △4,236 16,660

その他の項目

 減価償却費 1,647 4,877 6,524 9 6,534 563 7,097

 のれんの償却額 ― 197 197 ― 197 ― 197

 持分法適用会社への投資額 51 619 671 ― 671 ― 671
 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

2,220 6,054 8,275 0 8,275 507 8,783
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(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理業務及びコ

ンサルタント業務等を含んでいる。 

２ 調整額は、以下のとおりである。 

(1) セグメント利益の調整額△4,236百万円には、セグメント間取引消去22百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△4,258百万円が含まれている。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費である。 

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額507百万円は、主に管理部門の設備投資額である。 

３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。 

４ セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための定期的な検討対象となってい

ないため、記載していない。 

  

  

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記

載を省略している。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載し

ていない。 

  

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
  

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

（関連情報）

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設事業
製造・ 
販売事業

計

減損損失 44 ― 44 ― 38 83

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設事業
製造・ 
販売事業

計

減損損失 56 255 312 ― ― 312

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設事業
製造・ 
販売事業

計

（のれん）

当期償却額 ― 172 172 ― ― 172

当期末残高 ― 530 530 ― ― 530

（負ののれん）

当期償却額 83 ― 83 ― 78 162

当期末残高 125 ― 125 ― 78 204
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
  

  

該当事項なし。 

  

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

２ １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりである。 

(1) １株当たり純資産額 

  

 
  

(2) １株当たり当期純利益 

  

 
  

  

該当事項なし。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

建設事業
製造・ 
販売事業

計

（のれん）

当期償却額 ― 197 197 ― ― 197

当期末残高 ― 332 332 ― ― 332

（負ののれん）

当期償却額 83 ― 83 ― 78 162

当期末残高 41 ― 41 ― ― 41

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,535.27円 1,641.75円

１株当たり当期純利益 87.92円 116.71円

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 132,911 141,812

純資産の部の合計額 
から控除する金額

(百万円) 159 196

（うち少数株主持分） (百万円) (159) (196)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 132,752 141,615

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) 86,468 86,259

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益 (百万円) 7,603 10,086

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 7,603 10,086

普通株式の期中平均株式数 (千株) 86,482 86,428

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 22,001 23,778

受取手形 3,247 2,555

完成工事未収入金 28,250 27,067

売掛金 16,617 14,809

有価証券 22,930 27,930

金銭債権信託受益権 9,218 8,896

未成工事支出金 3,665 3,302

材料貯蔵品 1,341 1,309

繰延税金資産 2,196 2,495

その他 1,460 671

貸倒引当金 △642 △450

流動資産合計 110,288 112,367

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,924 24,759

減価償却累計額 △14,064 △14,252

建物（純額） 9,860 10,507

構築物 5,462 5,680

減価償却累計額 △4,067 △4,299

構築物（純額） 1,394 1,381

機械及び装置 66,020 68,517

減価償却累計額 △54,908 △57,652

機械及び装置（純額） 11,111 10,865

車両運搬具 5,156 5,269

減価償却累計額 △4,156 △4,353

車両運搬具（純額） 999 915

工具器具・備品 4,164 4,333

減価償却累計額 △3,432 △3,601

工具器具・備品（純額） 731 731

土地 38,259 38,639

建設仮勘定 228 367

有形固定資産合計 62,584 63,409

無形固定資産   

借地権 199 202

電話加入権 81 81

その他 645 681

無形固定資産合計 925 965
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,811 6,075

関係会社株式 5,605 5,669

長期貸付金 186 132

関係会社長期貸付金 846 1,642

長期前払費用 174 146

敷金及び保証金 780 776

投資不動産 409 429

繰延税金資産 2,265 2,319

その他 922 144

貸倒引当金 △410 △358

投資その他の資産合計 14,592 16,978

固定資産合計 78,102 81,353

資産合計 188,391 193,720

負債の部   

流動負債   

工事未払金 21,156 18,526

買掛金 13,448 11,312

未払金 4,110 4,895

未払費用 899 946

未払法人税等 4,458 5,034

未成工事受入金 2,002 1,690

預り金 209 223

賞与引当金 3,000 2,850

役員賞与引当金 99 101

完成工事補償引当金 91 108

工事損失引当金 230 210

損害賠償引当金 270 －

災害損失引当金 2 －

その他 254 205

流動負債合計 50,233 46,105

固定負債   

退職給付引当金 7,363 8,354

その他 306 261

固定負債合計 7,669 8,616

負債合計 57,903 54,721
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,350 19,350

資本剰余金   

資本準備金 23,006 23,006

その他資本剰余金 80 80

資本剰余金合計 23,086 23,086

利益剰余金   

利益準備金 3,728 3,728

その他利益剰余金   

特別償却準備金 34 16

固定資産圧縮積立金 857 793

別途積立金 59,200 59,200

繰越利益剰余金 28,229 36,529

利益剰余金合計 92,049 100,268

自己株式 △4,298 △4,570

株主資本合計 130,188 138,134

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 299 864

評価・換算差額等合計 299 864

純資産合計 130,487 138,999

負債純資産合計 188,391 193,720
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 124,670 128,743

製品売上高 72,909 75,945

売上高合計 197,579 204,688

売上原価   

完成工事原価 114,842 116,978

製品売上原価   

当期製品製造原価 78,325 82,847

運搬費 10,148 10,978

製品他勘定振替高 29,275 32,023

製品売上原価 59,198 61,802

売上原価合計 174,040 178,780

売上総利益   

完成工事総利益 9,827 11,764

製品売上総利益 13,710 14,142

売上総利益合計 23,538 25,907

販売費及び一般管理費   

役員報酬 291 293

役員賞与引当金繰入額 99 101

従業員給料手当 3,430 3,643

賞与引当金繰入額 823 782

退職給付費用 603 535

役員退職慰労引当金繰入額 7 －

法定福利費 551 588

福利厚生費 189 178

修繕維持費 60 66

事務用品費 392 355

通信交通費 375 380

動力用水光熱費 53 56

調査研究費 349 371

広告宣伝費 9 8

貸倒引当金繰入額 350 63

交際費 83 94

寄付金 66 285

地代家賃 263 255

減価償却費 392 384

租税公課 326 357

保険料 21 20

雑費 495 448

販売費及び一般管理費合計 9,239 9,271

営業利益 14,299 16,635
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4 6

有価証券利息 63 85

受取配当金 187 147

為替差益 － 193

その他 526 219

営業外収益合計 782 652

営業外費用   

為替差損 10 －

その他 44 59

営業外費用合計 54 59

経常利益 15,026 17,229

特別利益   

固定資産売却益 40 51

補助金収入 72 －

損害賠償引当金戻入額 － 97

災害損失引当金戻入額 71 －

その他 7 34

特別利益合計 192 183

特別損失   

固定資産除却損 786 738

減損損失 83 312

投資有価証券評価損 555 －

損害賠償引当金繰入額 270 －

その他 18 76

特別損失合計 1,712 1,127

税引前当期純利益 13,505 16,285

法人税、住民税及び事業税 6,228 7,168

法人税等調整額 △217 △663

法人税等合計 6,011 6,505

当期純利益 7,494 9,780
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 19,350 19,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,350 19,350

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 23,006 23,006

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,006 23,006

その他資本剰余金   

当期首残高 80 80

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 80 80

資本剰余金合計   

当期首残高 23,086 23,086

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 23,086 23,086

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 3,728 3,728

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,728 3,728

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

当期首残高 54 34

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △20 △17

当期変動額合計 △20 △17

当期末残高 34 16
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 875 857

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △17 △64

当期変動額合計 △17 △64

当期末残高 857 793

別途積立金   

当期首残高 59,200 59,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 59,200 59,200

繰越利益剰余金   

当期首残高 21,910 28,229

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

特別償却準備金の取崩 20 17

固定資産圧縮積立金の取崩 17 64

当期純利益 7,494 9,780

当期変動額合計 6,318 8,300

当期末残高 28,229 36,529

利益剰余金合計   

当期首残高 85,769 92,049

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 7,494 9,780

当期変動額合計 6,280 8,219

当期末残高 92,049 100,268

自己株式   

当期首残高 △4,278 △4,298

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △19 △272

当期末残高 △4,298 △4,570
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 123,927 130,188

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

当期純利益 7,494 9,780

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 6,260 7,946

当期末残高 130,188 138,134

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △627 299

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 927 565

当期変動額合計 927 565

当期末残高 299 864

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △627 299

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 927 565

当期変動額合計 927 565

当期末残高 299 864

純資産合計   

当期首残高 123,300 130,487

当期変動額   

剰余金の配当 △1,214 △1,560

当期純利益 7,494 9,780

自己株式の取得 △19 △272

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 927 565

当期変動額合計 7,187 8,512

当期末残高 130,487 138,999
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(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。 

５．その他

（１）部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表（個別）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

比較増減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

受
注
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 97,346 48.5 98,528 48.2 1,181 1.2

コンクリート舗装 2,020 1.0 1,956 1.0 △64 △3.2

土木工事 28,592 14.2 27,770 13.6 △822 △2.9

計 127,960 63.7 128,255 62.8 294 0.2

製品部門 72,909 36.3 75,945 37.2 3,036 4.2

合計 200,869 100.0 204,200 100.0 3,331 1.7

売
上
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 93,238 47.2 100,020 48.9 6,782 7.3

コンクリート舗装 2,954 1.5 2,149 1.0 △805 △27.3

土木工事 28,476 14.4 26,573 13.0 △1,903 △6.7

計 124,670 63.1 128,743 62.9 4,073 3.3

製品部門 72,909 36.9 75,945 37.1 3,036 4.2

合計 197,579 100.0 204,688 100.0 7,109 3.6

次
期
繰
越
高

工
事
部
門

アスファルト舗装 19,506 79.8 18,014 75.1 △1,492 △7.7

コンクリート舗装 1,052 4.3 859 3.6 △192 △18.3

土木工事 3,899 15.9 5,097 21.3 1,197 30.7

計 24,458 100.0 23,970 100.0 △487 △2.0

製品部門 ― ― ― ― ― ―

合計 24,458 100.0 23,970 100.0 △487 △2.0
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① 代表取締役の異動（平成25年６月27日付予定） 

１．新任代表取締役候補 

 
２．退任予定代表取締役 

 
  

② その他の役員の異動（平成25年６月27日付予定） 

新任取締役候補 

 
  

③ 役員一覧表（平成25年６月27日付予定） 

 
(注) 監査役のうち、北村信彦、牧恒雄、室井優の各氏は、会社法第２条第16号に規程する社外監査役であります。 

  

（２）役員の異動

代表取締役
（専務執行役員 経営企画・内部統制
部門管掌、管理本部長、関係会社担
当）

鈴木 完二
（現 取締役 専務執行役員 管理本
部長、経営企画部門・関係会社担
当）

代表取締役
（専務執行役員 営業本部長、安全環
境部門統括）

圓尾 龍太 （顧問に就任予定）

取締役
（専務執行役員 営業本部長） 西川 博隆 （現 顧問）

氏名
新役職 

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

岡部 正嗣 代表取締役会長 代表取締役会長

磯 昭男
代表取締役社長
（執行役員社長）

代表取締役社長
（執行役員社長）

鈴木 完二
代表取締役
（専務執行役員 経営企画・内部統制部門管
掌、管理本部長、関係会社担当）

取締役
（専務執行役員 管理本部長、経営企画部門・
関係会社担当）

内山 仁
代表取締役
（専務執行役員 製品・技術部門管掌、工事事
業本部長、安全環境品質部門統括）

代表取締役
（専務執行役員 経営企画・製品部門管掌、工
事事業本部長、技術本部長、安全環境部門担
当）

西川 博隆
取締役
（専務執行役員 営業本部長） （顧問）

今枝 良三
取締役
（常務執行役員 中部支店長）

取締役
（常務執行役員 中部支店長）

藤原 幸夫
取締役
（常務執行役員 北関東支店長）

取締役
（常務執行役員 北関東支店長）

勝又 和成
取締役
（常務執行役員 営業本部 副本部長）

取締役
（執行役員 営業本部統括）

吉田 信男
取締役
（常務執行役員 管理本部 副本部長、経理部
長）

取締役
（執行役員 管理本部 経理部長）

尾形 和衛
取締役
（常務執行役員 東京支店長）

取締役
（執行役員 東京支店長）

武川 秀也
取締役
（執行役員 関西支店長）

取締役
（執行役員 関西支店長）

緑川 英二
取締役
（執行役員 技術本部長、工事事業本部 工務
部長）

取締役
（執行役員 工事事業本部 工務部長）

渡辺 聡 常勤監査役 常勤監査役

深谷 靖治 常勤監査役 常勤監査役

北村 信彦 監査役 監査役

牧 恒雄 監査役 監査役

室井 優 監査役 監査役
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④ 執行役員の異動（平成25年６月27日付予定） 

１．新任予定執行役員 

 
２．昇任予定執行役員 

 
３．退任予定執行役員 

 
  

専務執行役員
（取締役 営業本部長）

西川 博隆 （現 顧問）

常務執行役員
（取締役 営業本部 副本部長） 勝又 和成 （現 取締役 執行役員 営業本部統

括）
常務執行役員
（取締役 管理本部 副本部長、経理
部長）

吉田 信男
（現 取締役 執行役員 管理本部
経理部長）

常務執行役員
（取締役 東京支店長）

尾形 和衛 （現 取締役 執行役員 東京支店
長）

現 専務執行役員
（代表取締役 営業本部長、安全環境
部門統括）

圓尾 龍太

現 専務執行役員
（東日本大震災復興本部長） 水野 貴志

現 常務執行役員
（中国地区担当） 服部 孝敬
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⑤ 執行役員一覧表（平成25年６月27日付予定） 

 
(注) 平成24年12月１日付で、執行役員の異動を次のとおり行っております。 

新任執行役員 

氏名
新役職 

（新担当）
旧役職 

（旧担当）

磯 昭男
執行役員社長
（代表取締役社長）

執行役員社長
（代表取締役社長）

鈴木 完二
専務執行役員
（代表取締役 経営企画・内部統制部門管掌、
管理本部長、関係会社担当）

専務執行役員
（取締役 管理本部長、経営企画部門・関係会
社担当）

内山 仁
専務執行役員
（代表取締役 製品・技術部門管掌、工事事業
本部長、安全環境品質部門統括）

専務執行役員
（代表取締役 経営企画・製品部門管掌、工事
事業本部長、技術本部長、安全環境部門担
当）

西川 博隆
専務執行役員
（取締役 営業本部長） （顧問）

今枝 良三
常務執行役員
（取締役 中部支店長）

常務執行役員
（取締役 中部支店長）

藤原 幸夫
常務執行役員
（取締役 北関東支店長）

常務執行役員
（取締役 北関東支店長）

勝又 和成
常務執行役員
（取締役 営業本部 副本部長）

執行役員
（取締役 営業本部統括）

吉田 信男
常務執行役員
（取締役 管理本部 副本部長、経理部長）

執行役員
（取締役 管理本部 経理部長）

尾形 和衛
常務執行役員
（取締役 東京支店長）

執行役員
（取締役 東京支店長）

武川 秀也
執行役員
（取締役 関西支店長）

執行役員
（取締役 関西支店長）

緑川 英二
執行役員
（取締役 技術本部長、工事事業本部 工務部
長）

執行役員
（取締役 工事事業本部 工務部長）

安達 繁樹
執行役員
（西関東支店長）

執行役員
（西関東支店長）

岩瀧 清治
執行役員
（技術部門担当）

執行役員
（技術部門担当）

佐藤 直樹
執行役員
（技術指導担当）

執行役員
（技術指導担当）

髙田 博光
執行役員
（九州支店長）

執行役員
（九州支店長）

早川 浩
執行役員
（北海道支店長）

執行役員
（北海道支店長）

大西 國雄
執行役員
（東北支店長）

執行役員
（東北支店長）

藤井 薫
執行役員
（経営企画部長、管理本部 総務部長）

執行役員
（経営企画部長、管理本部 総務部長）

南雲 政司
執行役員
（製品事業本部長）

執行役員
（製品事業本部長）

執行役員 佐藤 直樹
（新担当）
（旧担当）

技術指導担当
顧問
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