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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 106,427 2.2 4,278 △54.4 4,432 △54.4 4,275 △46.2

2021年３月期第２四半期 104,116 △4.2 9,375 21.2 9,721 20.0 7,953 △32.1

(注)包括利益 2022年３月期第２四半期 2,759百万円 (△66.2％) 2021年３月期第２四半期 8,166百万円 ( △23.8％)

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

2022年３月期第２四半期 51.87 －

2021年３月期第２四半期 96.50 －

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 209,195 160,409 76.0

2021年３月期 222,930 163,560 72.7

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 159,088 百万円 2021年３月期 162,178 百万円

２．配当の状況

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

2021年３月期 － － － 70.00 70.00

2022年３月期 － －

　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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

（４）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) 2022年３月期２Ｑ 82,419,092株 2021年３月期 89,159,453株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ － 2021年３月期 6,740,228株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 82,419,173株 2021年３月期２Ｑ 82,419,879株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・ 当社は、前田建設工業株式会社、株式会社前田製作所と2021年10月１日をもって共同株式移転により持株会社で

あるインフロニア・ホールディングス株式会社を設立しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間の当グループを取り巻く環境は、公共投資は高水準で底堅く推移し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により減少していた企業収益や企業の設備投資も持ち直しているものの、原油価格の高騰など原

材料価格の動向は先行き不透明であり、依然として厳しい状況で推移しました。

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受注工事高の確保に努め、製造・販売事業においては、

建設廃棄物のリサイクルなどの循環型事業に継続的に取り組むことにより、販売数量の確保及び採算性の維持に努

めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は1,064億２千７百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は42億７千８百万

円（前年同期比54.4％減）となりました。また、経常利益は44億３千２百万円（前年同期比54.4％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は42億７千５百万円（前年同期比46.2％減）となりました。

なお、当グループは、連結会計年度の売上高における下半期の売上高の割合が大きくなるといった季節的変動が

あります。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（建設事業）

建設事業の当第２四半期連結累計期間の受注工事高は796億５千万円（前年同期比3.6％減）、完成工事高は735億

円（前年同期比3.3％増）となり、営業利益は38億８千３百万円（前年同期比30.8％減）となりました。

（製造・販売事業）

製造・販売事業の当第２四半期連結累計期間のアスファルト合材及びその他製品売上高は326億４千７百万円（前

年同期比0.1％減）となり、営業利益は28億３千１百万円（前年同期比54.1％減）となりました。

（その他）

当第２四半期連結累計期間のその他売上高は２億７千９百万円（前年同期比3.8％減）となり、営業利益は１億７

百万円（前年同期比9.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ103億２千６百万円減少し、913億８百万円となりました。これは主に、回

収により受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと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34億８百万円減少し、1,178億８千７百万円となりました。これは主に、売

却により投資有価証券が減少したこと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137億３千５百万円減少し、2,091億９千５百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ102億８千４百万円減少し、414億６百万円となりました。これは主に、支

払いにより支払手形・工事未払金等が減少したこと並びに納税により未払法人税等及び未払消費税が減少したこと

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２億９千９百万円減少し、73億７千９百万円となりました。これは主に、

繰延税金負債が減少したこと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105億８千４百万円減少し、487億８千５百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ31億５千万円減少し、1,604億９百万円となりました。これは主に、配当

金の支払い等により株主資本が減少したこと及び投資有価証券の売却によりその他有価証券評価差額金が減少した

ことによるものであります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 45,523 43,611

受取手形・完成工事未収入金等 46,849 36,631

有価証券 30 30

未成工事支出金等 7,754 9,944

その他 1,564 1,169

貸倒引当金 △86 △78

流動資産合計 101,635 91,308

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 18,177 18,278

機械・運搬具（純額） 14,569 14,499

土地 56,203 56,283

その他（純額） 2,128 2,502

有形固定資産合計 91,079 91,563

無形固定資産 907 789

投資その他の資産

投資有価証券 19,399 15,321

退職給付に係る資産 8,124 8,502

その他 1,784 1,709

投資その他の資産合計 29,307 25,534

固定資産合計 121,295 117,887

資産合計 222,930 209,195

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 28,102 24,192

未払法人税等 4,554 1,944

未成工事受入金 4,767 5,837

賞与引当金 3,443 3,554

引当金 361 393

その他 10,462 5,484

流動負債合計 51,691 41,406

固定負債

退職給付に係る負債 4,489 4,585

独占禁止法関連損失引当金 64 64

その他 3,125 2,729

固定負債合計 7,678 7,379

負債合計 59,370 48,785
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 19,350 19,350

資本剰余金 23,273 23,145

利益剰余金 125,821 114,389

自己株式 △10,043 －

株主資本合計 158,402 156,885

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,470 3,801

為替換算調整勘定 △161 △162

退職給付に係る調整累計額 △1,532 △1,436

その他の包括利益累計額合計 3,776 2,202

非支配株主持分 1,381 1,321

純資産合計 163,560 160,409

負債純資産合計 222,930 209,195

　



インフロニア・ホールディングス株式会社（前田道路株式会社分）(5076)
2022年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 104,116 106,427

売上原価 89,106 96,174

売上総利益 15,010 10,252

販売費及び一般管理費 5,635 5,974

営業利益 9,375 4,278

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 393 353

為替差益 － 15

その他 85 77

営業外収益合計 481 446

営業外費用

為替差損 38 －

支払手数料 33 209

その他 62 83

営業外費用合計 134 292

経常利益 9,721 4,432

特別利益

固定資産売却益 40 71

投資有価証券売却益 1,981 2,087

その他 29 164

特別利益合計 2,050 2,324

特別損失

固定資産除売却損 133 141

災害による損失 － 83

その他 71 24

特別損失合計 205 249

税金等調整前四半期純利益 11,566 6,506

法人税等 3,530 2,174

四半期純利益 8,036 4,332

非支配株主に帰属する四半期純利益 82 57

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,953 4,275
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四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 8,036 4,332

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △118 △1,668

為替換算調整勘定 30 △0

退職給付に係る調整額 218 95

その他の包括利益合計 130 △1,573

四半期包括利益 8,166 2,759

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,084 2,701

非支配株主に係る四半期包括利益 82 57
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 11,566 6,506

減価償却費 3,773 4,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 103 111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 127 115

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △55 △260

受取利息及び受取配当金 △395 △354

為替差損益（△は益） 38 △15

固定資産売却損益（△は益） △40 △71

固定資産除却損 133 141

投資有価証券売却損益（△は益） △1,939 △2,087

売上債権の増減額（△は増加） 12,915 10,223

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,933 △2,190

仕入債務の増減額（△は減少） △5,723 △3,910

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,342 1,069

その他 △2,056 △4,109

小計 17,844 9,280

利息及び配当金の受取額 396 354

法人税等の支払額 △4,621 △4,254

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,619 5,380

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 △4,800 △5,081

有形固定資産の売却による収入 64 97

信託受益権の償還による収入 4,300 －

投資有価証券の取得による支出 △28 △8

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,006 3,775

定期預金の預入による支出 △994 △1,021

定期預金の払戻による収入 1,393 873

その他 2 △163

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,943 △1,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △61,815 △5,773

非支配株主への配当金の支払額 △369 △70

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △70

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,185 △5,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,628 △2,059

現金及び現金同等物の期首残高 80,669 44,324

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,050 42,265

　



インフロニア・ホールディングス株式会社（前田道路株式会社分）(5076)
2022年３月期 第２四半期決算短信

― 8 ―

（４）四半期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）

該当事項なし。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

当社が2020年４月14日に開催した臨時株主総会において、2020年３月６日を基準日とする剰余金の配当（特別

配当）（以下「本特別配当」という。）を行う議案が原案どおりに承認可決された。この結果、当第２四半期連

結累計期間において利益剰余金が53,573百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が

117,025百万円となっている。

なお、本特別配当の内容は次のとおりである。

決議 株式の種類
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 配当の原資

2020年４月14日
臨時株主総会

普通株式 53,573 650 2020年３月６日 2020年５月12日 利益剰余金

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

該当事項なし。

　

（セグメント情報）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　

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

(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

計

売上高

外部顧客への売上高 71,153 32,673 103,826 289 104,116 － 104,116

セグメント間の内部売上高
又は振替高

33 14,126 14,159 528 14,688 △14,688 －

計 71,186 46,799 117,986 818 118,805 △14,688 104,116

セグメント利益 5,611 6,171 11,783 117 11,901 △2,526 9,375

(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 セグメント利益の調整額△2,526百万円には、セグメント間取引消去△29百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,496百万円が含まれている。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。

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いる。
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当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

　

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

(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

計

売上高

外部顧客への売上高 73,500 32,647 106,148 279 106,427 － 106,427

セグメント間の内部売上高
又は振替高

56 15,308 15,364 603 15,968 △15,968 －

計 73,557 47,955 121,512 882 122,395 △15,968 106,427

セグメント利益 3,883 2,831 6,715 107 6,822 △2,544 4,278

(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 セグメント利益の調整額△2,544百万円には、セグメント間取引消去△26百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,518百万円が含まれている。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。

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いる。
　

（重要な後発事象）

（共同株式移転による持株会社の設立）

当社、前田建設工業株式会社（以下「前田建設」という。）及び株式会社前田製作所（以下「前田製作所」といい、

当社、前田建設及び前田製作所を総称して「３社」という。）は、2021年10月１日に共同株式移転（以下「本株式移

転」という。）の方法により３社の完全親会社となるインフロニア・ホールディングス株式会社（以下「持株会社」

という。）を設立し経営統合を行った。（以下「本経営統合」という。）

１ 本株式移転の目的

今後将来的に経営環境が著しく変化していく中で、グループ全体が一体となって永続的成長を遂げるためには、３

社がこれまで以上に連携を強め、環境変化に対応できる強固な経営基盤の構築や経営資源の最適配分等、グループ全

体としてシナジーを最大化することが不可欠と考えている。本経営統合による持株会社体制への移行を通じ、グルー

プ戦略を一体となって遂行することは、３社ひいてはグループ全体の企業価値向上に資するものと確信している。

２ 本株式移転の要旨

(1) 本株式移転の方式

３社を株式移転完全子会社、持株会社を完全親会社とする共同株式移転である。

(2) 本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

前田建設 当社 前田製作所

株式移転比率 1.00 2.28 0.58

(注) １ 株式の割当比率

前田建設の普通株式１株に対して持株会社の普通株式１株を、当社の普通株式１株に対して持株会社の普

通株式2.28株を、前田製作所の普通株式１株に対して持株会社の普通株式0.58株をそれぞれ割当交付し

た。

２ 持株会社の単元株式数は100株とする。

３ 持株会社が交付した新株式数

普通株式：391,539,797株
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(3) 本株式移転により新たに設立する会社の概要

名称
インフロニア・ホールディングス株式会社

（英文表記） INFRONEER Holdings Inc.

所在地 東京都千代田区富士見二丁目10番２号

代表者の役職・氏名 代表執行役社長 岐部 一誠

事業内容

インフラの企画提案、設計、建設、運営・維持管理までのあらゆるインフラサービスの

提供及び建設（土木、建築）、舗装及び建設機械の製造・販売等を含む傘下子会社及び

グループの経営管理並びにこれに付帯又は関連する一切の事業

資本金 20,000百万円

決算期 ３月期

３．補足情報

　部門別受注高・売上高・次期繰越高明細表

（単位:百万円、％）

区 分

前第２四半期

連結累計期間

(自 2020年４月１日

至 2020年９月30日)

当第２四半期

連結累計期間

(自 2021年４月１日

至 2021年９月30日)

増 減

（参 考）

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

至 2021年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

受

注

高

建

設

事

業

舗装工事 68,032 58.8 64,732 57.5 △3,299 △4.8 133,941 55.9

土木工事 14,629 12.7 14,917 13.3 287 2.0 31,640 13.2

計 82,662 71.5 79,650 70.8 △3,012 △3.6 165,582 69.1

製造・販売事業 32,673 28.3 32,647 29.0 △25 △0.1 73,523 30.7

その他 289 0.2 279 0.2 △10 △3.8 574 0.2

合 計 115,625 100.0 112,576 100.0 △3,048 △2.6 239,680 100.0

売

上

高

建

設

事

業

舗装工事 59,618 57.2 59,699 56.1 81 0.1 133,385 56.8

土木工事 11,535 11.1 13,801 13.0 2,265 19.6 27,129 11.6

計 71,153 68.3 73,500 69.1 2,346 3.3 160,514 68.4

製造・販売事業 32,673 31.4 32,647 30.7 △25 △0.1 73,523 31.3

その他 289 0.3 279 0.2 △10 △3.8 574 0.3

合 計 104,116 100.0 106,427 100.0 2,310 2.2 234,612 100.0

次

期

繰

越

高

建

設

事

業

舗装工事 54,536 83.2 51,711 79.2 △2,824 △5.2 46,678 78.9

土木工事 11,033 16.8 13,566 20.8 2,533 23.0 12,450 21.1

計 65,569 100.0 65,278 100.0 △291 △0.4 59,128 100.0

製造・販売事業 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合 計 65,569 100.0 65,278 100.0 △291 △0.4 59,128 100.0

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

　

　


