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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 88,116 7.6 1,716 △36.8 1,637 △40.6 793 △47.8
22年3月期第3四半期 81,916 2.5 2,714 ― 2,756 ― 1,520 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 9.01 ―
22年3月期第3四半期 17.25 ―

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

23年3月期第3四半期 117,407 54,020 46.0 612.61
22年3月期 129,967 53,950 41.5 611.77

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  53,985百万円 22年3月期  53,916百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 135,000 △3.9 3,400 △50.6 3,400 △51.6 1,700 △53.6 19.29



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があり
ます。業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 97,616,187株 22年3月期  97,616,187株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  9,493,107株 22年3月期  9,484,368株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 88,129,060株 22年3月期3Q  88,141,406株



（参考）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

円 銭

（注）当四半期における業績修正の有無：無

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因に

より異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．当四

半期の連結業績等に関する定性的情報　（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

　％ 　％

△ 55.03,000 17.02△ 54.7△ 54.4 3,000

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期 124,000 △ 3.6

百万円百万円

1,500

百万円 　％百万円

１株当たり
当期純利益

　％
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の日本経済は、企業収益改善など一部に持ち直しに向けた動きが見られますが、個人

消費の低迷、失業率が高水準にあるなど足踏み状態が続きました。 

当社グループの主要事業である建設業界におきましては、製造業・非製造業ともに設備投資の増加が見込まれ、

また、住宅市況の回復もみられますが、公共投資は依然として低調に推移しております。 

このような状況下、当社グループの業績は、工事受注高は622億５千４百万円（前年同期比22.8％減）、完成工

事高は694億７千６百万円（同11.4％増）、総売上高は881億１千６百万円（同7.6％増）となり、利益につきまし

ては、営業利益17億１千６百万円（同36.8％減）、経常利益16億３千７百万円（同40.6％減）、四半期純利益７億

９千３百万円（同47.8％減）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。（セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は

振替高を含めて記載しております。） 

（建設事業） 

当社グループの主要部門であり、完成工事高は695億６千１百万円（前年同期比11.3％増）、営業利益は６億８

百万円（同29.1％減）となりました。 

（製造・販売事業） 

売上高は210億６千５百万円（同1.9％減）、営業利益は27億３千５百万円（同22.1％減）となりました。 

（賃貸事業） 

売上高は37億１千９百万円（同3.4％減）、営業利益は１億４千３百万円（同60.0％増）となりました。 

（その他）  

売上高は８億９千９百万円（同5.4％減）、営業利益は５百万円（同90.7％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、1,174億７百万円（前連結会計年度比125億６千万円減）となりまし

た。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が100億８千３百万円減少したことによります。 

負債合計は、633億８千７百万円（同126億３千万円減）となりました。これは主に支払手形・工事未払金等が97

億３千２百万円、ファクタリング支払いの未払分を含む未払金が22億５千５百万円、未成工事受入金が16億５千８

百万円減少したこと等によります。 

純資産合計は、540億２千万円（同６千９百万円増）となりました。これは主に四半期純利益を７億９千３百万

円計上し、株主配当金６億１千６百万円を支払ったことによります。 

キャッシュ・フローにつきましては、当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう。）は、営業活動により資金が13億３千９百万円減少し、投資活動により資金が18億４千５百万円減少し、財

務活動により資金が５億６千２百万円減少したこと等により、223億２千７百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少の主な要因は、売上債権の減少で100億８千５百万円資金が増加したものの、仕入債

務の減少で97億３千４百万円、法人税等の支払で30億９千７百万円資金が減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少の主な要因は、有形固定資産の取得で15億３千３百万円資金が減少したことによりま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少の主な要因は、配当金の支払で６億１千６百万円資金が減少したことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の道路建設業界におきましては、民間設備投資は、企業収益改善に伴い増加することが期待されますが、公

共投資につきましては、総じて低調に推移するものと見込まれます。このほか、舗装工事量減少に伴うアスファル

ト合材製造数量の落ち込みは著しく、また、舗装原材料（ストレート・アスファルト）価格の再値上げが見込まれ

る等、当社グループを取り巻く競争環境は厳しい状況が続くものと予想されますが、当第３四半期連結累計期間の

収益は概ね想定した範囲内であることから、平成22年５月14日に開示いたしました業績予想に変更はありません。

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債を算定する方法 

法人税等の納付税額の算定について、加味する加減算項目や税額控除項目は、重要なものについてのみ行って

おります。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、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、前連結会計年度決算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。 

  

②特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。 

これによる営業利益、経常利益に与える影響は軽微でありますが、税金等調整前四半期純利益が１億３千５百万

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億５千４百万円でありま

す。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 11,327 15,097

受取手形・完成工事未収入金等 43,838 53,922

有価証券 11,000 11,000

商品 1,868 2,089

未成工事支出金 3,904 5,379

原材料 645 620

その他 12,288 8,693

貸倒引当金 △169 △235

流動資産合計 84,703 96,567

固定資産   

有形固定資産   

土地 16,194 16,173

その他（純額） 10,759 11,322

有形固定資産計 26,953 27,495

無形固定資産 383 343

投資その他の資産   

投資有価証券 3,701 4,033

その他 3,409 3,294

貸倒引当金 △1,744 △1,765

投資その他の資産計 5,366 5,561

固定資産合計 32,703 33,400

資産合計 117,407 129,967

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 28,168 37,901

短期借入金 1,749 1,414

未払金 9,465 11,720

未成工事受入金 2,518 4,177

完成工事補償引当金 36 38

工事損失引当金 138 7

その他 7,129 6,285

流動負債合計 49,206 61,545

固定負債   

長期借入金 11,921 12,199

退職給付引当金 2,007 2,098

その他 251 174

固定負債合計 14,180 14,471

負債合計 63,387 76,017
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,290 12,290

資本剰余金 14,536 14,536

利益剰余金 28,522 28,345

自己株式 △1,568 △1,566

株主資本合計 53,781 53,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 198 423

為替換算調整勘定 5 △113

評価・換算差額等合計 204 310

少数株主持分 34 34

純資産合計 54,020 53,950

負債純資産合計 117,407 129,967
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 81,916 88,116

売上原価 73,354 80,656

売上総利益 8,561 7,460

販売費及び一般管理費 5,846 5,743

営業利益 2,714 1,716

営業外収益   

受取利息 26 22

受取配当金 75 76

投資有価証券割当益 － 29

団体定期保険受取配当金 51 31

その他 75 69

営業外収益合計 228 230

営業外費用   

支払利息 157 143

為替差損 15 151

その他 13 14

営業外費用合計 186 309

経常利益 2,756 1,637

特別利益   

償却債権取立益 28 41

貸倒引当金戻入額 10 36

固定資産売却益 10 11

特別利益合計 49 89

特別損失   

固定資産売却損 2 －

固定資産除却損 40 27

投資有価証券評価損 6 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 130

特別損失合計 49 158

税金等調整前四半期純利益 2,756 1,567

法人税、住民税及び事業税 1,016 162

法人税等調整額 224 613

法人税等合計 1,241 776

少数株主損益調整前四半期純利益 － 791

少数株主損失（△） △5 △2

四半期純利益 1,520 793
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,756 1,567

減価償却費 2,172 2,037

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △135 △87

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 △90

受取利息及び受取配当金 △101 △99

支払利息 246 224

固定資産除却損 40 27

賃貸資産除却損 42 54

賃貸資産の取得による支出 △442 △257

売上債権の増減額（△は増加） 13,058 10,085

未成工事支出金の増減額（△は増加） △8,932 1,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 186 195

仕入債務の増減額（△は減少） △7,386 △9,734

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,610 △1,658

未払金の増減額（△は減少） △1,643 △2,353

その他 △210 315

小計 3,268 1,833

利息及び配当金の受取額 102 100

利息の支払額 △198 △175

法人税等の支払額 △403 △3,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,769 △1,339

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 △1,333 △1,533

投資有価証券の売却による収入 3 －

その他 △275 △312

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,605 △1,845

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） 355 335

長期借入れによる収入 1,000 100

長期借入金の返済による支出 △1,378 △378

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △352 △616

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △379 △562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 776 △3,770

現金及び現金同等物の期首残高 21,616 26,097

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,392 22,327
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該当事項はありません。  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

３．会計処理基準等の変更 

（前第３四半期連結累計期間） 

第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用しております。これにより、従来の方法

によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の建設事業の売上高が11,991百万円、営業利益が541百万

円増加しております。 

  

[所在地別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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]  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設事業 
（百万円）

製造・販
売事業 
（百万円）

賃貸事業 
（百万円）

その他の
事業 
（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  62,392  15,560  3,234  728  81,916  －  81,916

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 83  5,922  617  222  6,845  (6,845)  －

計  62,475  21,483  3,851  951  88,762  (6,845)  81,916

営業利益  857  3,510  89  63  4,520  (1,806)  2,714

建設事業 ：舗装、土木、建築工事、その他建設工事全般に関する事業 

製造・販売事業 ：アスファルト合材・乳剤、その他舗装用材料の製造・販売に関する事業 

賃貸事業 ：自動車・事務用機器等のリース業務等 

その他の事業 ：宅地等の開発・販売、不動産コンサルタント、不動産賃貸業務、ソフトウエアの開発・ 

販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他 
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[セグメント情報] 

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、当社及び主要連結子会社の各事業管理部門を中心に、舗装工事を主とした建設事業及びそれに係

わる製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは、当社及び主要連結子会社の各事業管理部門を基礎とした製品・サービス別のセグメント

から構成されており、「建設事業」、「製造・販売事業」及び「賃貸事業」を報告セグメントとしております。  

「建設事業」は舗装、土木、建築工事、その他建設工事全般に関する事業を行っております。「製造・販売事業」

はアスファルト合材・乳剤、その他舗装用材料の製造・販売に関する事業を行っております。「賃貸事業」は自動

車、事務用機器等のリース事業等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12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、不動産業、ソフトウエアの

開発・販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。  

   ２．セグメント利益の調整額△1,776百万円には、セグメント間取引消去35百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,812百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提

出会社の本社管理部門に係る費用であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．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  

  該当事項はありません。 

  

（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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額  
（注）３ 

建設事業 
製造・販
売事業 

賃貸事業 計 

売上高              

外部顧客への売上高  69,476  14,853  3,123  87,453  662  88,116  －  88,116

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 84  6,212  596  6,893  236  7,130  △7,130  －

計  69,561  21,065  3,719  94,346  899  95,246  △7,130  88,116

セグメント利益  608  2,735  143  3,487  5  3,493  △1,776  1,716

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

日本道路（株）（1884）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

9



４．（参考）個別財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

（単位　百万円、％）

（資産の部）

流動資産

現金預金

受取手形・完成工事未収入金等

有価証券

商品

未成工事支出金

原材料

その他

貸倒引当金

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

その他

有形固定資産合計

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

その他

貸倒引当金

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

△ 2,063

Ⅱ

8,023

38,719

1,537

4,270

10,443

14,188

113,984

34.0

前事業年度末に係る要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

594

     100

29.9

Ⅰ

24,177

金額

50,906

12,775

9,083

88,138

8,380

302

24,513

125,796

75,264

16,154

352

△ 2,306

16,132

1,462

70.1

構成比

66.0

12,842

4,602

7,054

構成比

744

11,000

△ 189 △ 233

3,584

622

5,297

37,658

     100

当第３四半期会計期間末

(平成22年12月31日)

11,000

9,219

41,934

721

金額

8,372
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（単位　百万円、％）

（負債の部）

流動負債

支払手形・工事未払金等

短期借入金

未払金

未成工事受入金

完成工事補償引当金

工事損失引当金

その他

流動負債合計

固定負債

長期借入金

退職給付引当金

その他

固定負債合計

負債合計

（純資産の部）

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

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産合計

負債純資産合計

（注）１．この四半期貸借対照表は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

　　　　　記載しております。

46.3

113,984

9,469

金額

26,330

52,737

23.9

構成比

73,179

423197

423197 0.2

0.2

52,19346.1

1,989

Ⅱ

52,539

27,281

Ⅱ

11,921

1,992

529

Ⅰ

12,290

14,536

52,616

Ⅰ

384

11,616

6,196

12,199

前事業年度末に係る要約貸借対照表

4,137

38

(平成22年３月31日)

14,536

14,668 11.7

1,334

21.4

10.8

12.8

41.0

12.7

9.812,290

26,933

△ 1,566

35,178

0.3

41.5

0.3

構成比

11.6

△ 1.3

46.5

　　　２．この四半期貸借対照表は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて

41.8

　　 100  

58,510

金額

58.2

7

2,084

当第３四半期会計期間末

(平成22年12月31日)

53.7

　　 100 125,796

61,246

2,382

36

6,456

46,803

△ 1,568

138

14,442

△ 1.4
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（２）四半期損益計算書

（単位　百万円、％）

           

　　　　　   

売　上　原　価

売　上　総　利　益

販売費及び一般管理費

営　業　利　益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

経　常　利　益

特　別　利　益

特　別　損　失

税引前四半期純利益

税　金　費　用

（注）１．この四半期損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

　　　２．この四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて

　　　　　記載しておりますが、科目の区分掲記につきましては、一部要約しております。

779

81,075

四半期純利益

売 上 高

1,650

347

282

1,7152,680

Ⅶ

Ⅳ 337

259Ⅴ

Ⅵ 33

59

Ⅲ

        (自平成21年４月１日

前第３四半期累計期間

　　     至平成21年12月31日）

百分比

89.9Ⅱ

　 　100

6.6

Ⅰ

　　至平成22年12月31日）

2.2

1.0

　 　100

2.1

0.3

0.2

1,744

187

157

0.3

金額

4,891

73,879

7,494 10.1

66,384

0.4

92.0

965

1,194

 (自平成22年４月１日

3.5 2.0

1.2

0.5

8.0

2,602

0.4

金額

当第３四半期累計期間

6.0

74,611

6,463

4,813

百分比

2.0

0.1

0.1

3.6

1.6

1,459

2,654

3.6
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（３）四半期受注の概要

受注実績

（注）１．受注高は、当該四半期までの累計額であります。

　　　２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

内訳

（ ） ( )

（ ） ( )

（ ） ( )

（ ） ( )

（注）（　　）内のパーセント表示は、構成比率であります。

平成23年３月期第３四半期 73,068

受 注 高

当四半期

△20.2

百万円

91,602 2.1

％

△18,534

△23.5

増減

△20.2

△4.9

△27

△799

％

増減率

百万円

平成22年３月期第３四半期

　　（平成23年３月期

前年同四半期

第３四半期）　　 

百万円

57,596

百万円

　　（平成22年３月期

16,170

100

0.1

17.7

10073,068

15,370

第３四半期） 　　

建 設 事 業 78.882.2

％

75,303

％

△21.6

△17,706

合 計

そ の 他

製 造 ・ 販 売 事 業

91,602

129 101 0.2

21.0

日本道路（株）（1884）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

13




