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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 95,956 △5.3 1,871 120.2 1,284 224.7 543 168.7
21年3月期第2四半期 101,287 ― 850 ― 395 ― 202 ―

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

22年3月期第2四半期 5.00 3.80
21年3月期第2四半期 1.51 1.41

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

22年3月期第2四半期 142,904 30,512 21.3 196.13
21年3月期 157,743 30,286 19.2 191.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  30,441百万円 21年3月期  30,226百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社の発行する優先株式（非上場）の配当の状況については、3ページ「5.優先株式の配当の状
況」をご覧下さい。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 1.50 1.50
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 1.50 1.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 197,000 △12.2 3,600 △19.0 2,400 △9.6 1,000 △0.2 7.28
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4.  その他 

(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) 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  有  

(3) 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（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もの） 

詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他 をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 100,000,000株 21年3月期  100,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,123,089株 21年3月期  923,996株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期  98,976,092株 21年3月期第2四半期  99,754,844株
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5．優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる優先株式（非上場）に係る 1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期 末 年 間 

第Ⅰ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21 年 3 月期 ― ―  ― 97  72 97  72 

22 年 3 月期 ― ―  

22 年 3 月期（予想）  ― 90  80 90  80 

第Ⅱ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21 年 3 月期 ― ―  ― 107  72 107  72 

22 年 3 月期 ― ―  

22 年 3 月期（予想）  ― 100  80 100  80 

第Ⅲ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21 年 3 月期 ― ―  ― 117  72 117  72 

22 年 3 月期 ― ―  

22 年 3 月期（予想）  ― 110  80 110  80 

第Ⅳ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21 年 3 月期 ― ― ― 112  72 112  72 

22 年 3 月期 ― ―  

22 年 3 月期（予想）  ― 105  80 105  80 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、輸出、生産などに持ち直しの動きが見られる一方で、企業

収益の低迷や設備投資の減少が続き、失業率が過去 高水準となるなど、雇用情勢もより一層悪化しています。

また、急速な円高の進行による景気の底割れ、海外景気の下振れなども懸念され、依然として厳しい状況が続

いております。 
当社グループの主たる事業である建設産業におきましても、設備投資の減少や不動産市況の低迷などに伴い、

民間建設投資の縮小が続くとともに、堅調に推移してきた政府建設投資も政権交代によって抜本的な見直しが

進められている状況にあることから、官庁・民間ともに受注競争が一段と激しさを増しており、建設業界をと

りまく経営環境は非常に厳しい状況が続いております。 
このような状況の下で、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高959億円（前年同四半期1,012億円、前

年同四半期比5.3％の減少）、営業利益18億円（前年同四半期8億円、前年同四半期比120.2％の増加）、経常利

益12億円（前年同四半期３億円、前年同四半期比224.7％の増加）、四半期純利益は５億円（前年同四半期２億

円、前年同四半期比168.7％の増加）となりました。 

事業の種類別セグメントにつきましては、建設事業における売上高は 907 億円（前年同四半期比 5.4％の減

少）、営業利益は 19 億円（前年同四半期比 86.3％増）となり、その他の事業における売上高は 52 億円（前年

同四半期比 3.0％の減少）、営業利益は１億円（前年同四半期比 81.5％の増加）となりました。 

また、所在地別セグメントにつきましては、日本国内における売上高は 853 億円（前年同四半期比 2.3％の

減少）、営業利益は 20 億円（前年同四半期比 35.4％の増加）となり、その他の地域における売上高は 105 億円

（前年同四半期比 23.9％の減少）、営業利益は１億円（前年同四半期は３億円の営業損失）となりました。 

なお、当社グループの主たる事業である建設事業は、通常の営業形態として売上高の計上時期が下半期、特

に第４四半期に偏る傾向があるため、業績に季節的変動があります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金預金や未成工事支出金の減少などにより、前連結会計年度末

比 148 億円減少し、1,429 億円となりました。負債は、仕入債務の支払による支払手形・工事未払金等の減少

などにより、前連結会計年度末比 150 億円減少し、1,123 億円となりました。純資産は、その他有価証券評価

差額金などの増加により前連結会計年度末比２億円増加し、305 億円となりました。自己資本比率は前連結会

計年度末に比べ 2.1 ポイント増加し、21.3％になりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

立替金の減少等に伴う資金の増加があったものの、仕入債務、未成工事受入金、預り金及び未払消費税の減

少などにより、156 億円のマイナス（前年同四半期は 51 億円のマイナス）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資その他の資産の売却による収入などにより、１億円のプラス（前年同四半期は６億円のプラス）となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の増加などにより 111 億円のプラス（前年同四半期は 93 億円のプラス）となりました。 

以上により、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、期首残高と比較して 44 億円減少

し、212 億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

建設産業におきましては、公共工事の見直しが進められ、また、民間工事についても、設備投資の冷え込み

や不動産市況の低迷などにより、受注面で厳しい局面が続くものと考えられます。このことから当社は、平成

21 年３月期決算発表時(平成 21 年５月 15 日)に公表しました通期の連結業績予想を修正しております。 

なお、詳細は本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

４．その他 

(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） 

該当なし 
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(2) 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 

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・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固定資産の減価償却費の算定方法については、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。 

・繰延税金資産の回収可能性の判断 

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に著しい変化が生

じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められる場合には、前連結会

計年度末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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対   

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

(3) 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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期１年超、かつ請負金額１億円以

上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が適用されたこ

とに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年超、かつ請負金額１

億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しておりま

す。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る完成工事高が2,813百万

円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、225百万円それぞれ増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 21,208 25,667

受取手形・完成工事未収入金等 58,516 59,688

未成工事支出金 8,763 10,829

繰延税金資産 2,023 2,020

その他 14,839 21,378

貸倒引当金 △416 △426

流動資産合計 104,934 119,158

固定資産   

有形固定資産   

土地 14,376 14,376

その他（純額） 6,897 7,056

有形固定資産合計 21,274 21,433

無形固定資産 298 312

投資その他の資産   

投資有価証券 8,219 8,099

繰延税金資産 3,975 4,074

その他 5,129 6,439

貸倒引当金 △927 △1,772

投資その他の資産合計 16,396 16,839

固定資産合計 37,969 38,585

資産合計 142,904 157,743

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 46,539 62,448

短期借入金 22,389 10,019

未成工事受入金 11,177 14,424

完成工事補償引当金 453 446

賞与引当金 498 408

工事損失引当金 29 125

その他 14,013 22,221

流動負債合計 95,101 110,095

固定負債   

長期借入金 10,706 11,461

退職給付引当金 6,354 5,677

環境対策引当金 195 195

その他 33 26

固定負債合計 17,290 17,361

負債合計 112,391 127,457
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,000 12,000

資本剰余金 9,000 9,000

利益剰余金 9,264 9,168

自己株式 △118 △95

株主資本合計 30,145 30,073

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 297 153

繰延ヘッジ損益 △2 △0

評価・換算差額等合計 295 153

新株予約権 71 60

純資産合計 30,512 30,286

負債純資産合計 142,904 157,743
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 95,909 90,740

その他の事業売上高 5,378 5,215

売上高合計 101,287 95,956

売上原価   

完成工事原価 89,451 83,546

その他の事業売上原価 4,926 4,680

売上原価合計 94,378 88,226

売上総利益   

完成工事総利益 6,457 7,194

その他の事業総利益 451 535

売上総利益合計 6,908 7,730

販売費及び一般管理費 6,058 5,858

営業利益 850 1,871

営業外収益   

受取配当金 100 63

その他 121 44

営業外収益合計 222 107

営業外費用   

支払利息 474 397

その他 202 297

営業外費用合計 676 695

経常利益 395 1,284

特別利益   

前期損益修正益 93 －

貸倒引当金戻入額 － 147

その他 6 32

特別利益合計 99 179

特別損失   

固定資産売却損 － 47

投資有価証券評価損 － 84

訴訟関連損失 47 －

その他 21 37

特別損失合計 69 169

税金等調整前四半期純利益 426 1,293

法人税等 224 750

四半期純利益 202 543
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 426 1,293

減価償却費 335 313

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △147

受取利息及び受取配当金 △141 △79

支払利息 474 397

為替差損益（△は益） △55 92

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 84

売上債権の増減額（△は増加） △1,333 1,170

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,205 2,040

立替金の増減額（△は増加） 295 4,671

仕入債務の増減額（△は減少） △3,830 △15,909

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,655 △3,247

預り金の増減額（△は減少） △1,979 △6,271

未払消費税等の増減額（△は減少） 908 △2,660

その他 △26 3,540

小計 △4,464 △14,710

利息及び配当金の受取額 148 86

利息の支払額 △486 △422

法人税等の支払額 △378 △611

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,181 △15,657

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4 △4

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 8 44

有形固定資産の取得による支出 △80 △113

有形固定資産の売却による収入 52 6

貸付けによる支出 △79 △54

貸付金の回収による収入 110 88

その他 673 181

投資活動によるキャッシュ・フロー 681 148

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） 10,350 12,150

長期借入れによる収入 3,800 800

長期借入金の返済による支出 △4,271 △1,334

配当金の支払額 △431 △447

その他 △60 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,386 11,143

現金及び現金同等物に係る換算差額 55 △92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,941 △4,457

現金及び現金同等物の期首残高 25,528 25,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,469 21,208
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(4)継続企業の前提に関する注記 

  当第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） 

   該当事項はありません。 

 

(5)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 
建設事業 
(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 

95,909 5,378 101,287 ― 101,287

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ 10,581 10,581 (10,581) ―

計 95,909 15,959 111,868 (10,581) 101,287

営業利益 1,069 105 1,174 （324) 850

１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容  

(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います。 
(2) 各事業区分に属する主要な内容  

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業  
その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業  

 

当第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) 

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 

90,740 5,215 95,956 ― 95,956

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 11,511 11,514 (11,514) ―

計 90,743 16,727 107,470 (11,514) 95,956

営業利益 1,992 190 2,182 （310) 1,871

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容  

(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います。 
(2) 各事業区分に属する主要な内容  

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業  
その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業  

２ 会計処理の方法の変更  
 「定性的情報・財務諸表等」４.(3)に記載の通り、第１四半期連結会計期間より完成工事高及び完成工事原価

の計上基準を変更しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、 建設事業において当第２

四半期連結累計期間に係る売上高が 2,813 百万円、営業利益が 225 百万円増加しています。なお、その他の

事業に与える影響はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 
日本 

(百万円) 
その他の地域
(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 

87,376 13,910 101,287 ― 101,287

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

5 ─ 5 （5) ―

計 87,382 13,910 101,293 (5) 101,287

営業利益(又は営業損失△) 1,482 △300 1,181 （331) 850

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。  

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

当第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) 

 
日本 

(百万円) 
その他の地域
(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 

85,364 10,591 95,956 ― 95,956

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

8 ─ 8 （8) ―

計 85,373 10,591 95,965 (8) 95,956

営業利益 2,007 177 2,185 （313) 1,871

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。  

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、中南米 

３ 会計処理の方法の変更 
「定性的情報・財務諸表等」４.(3)に記載の通り、第１四半期連結会計期間より完成工事高及び完成工事原価

の計上基準を変更しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、 日本において当第２四半

期連結累計期間に係る売上高が 2,784 百万円、営業利益が 222 百万円増加しています。また、その他の地域

において当第２四半期連結累計期間に係る売上高が 28 百万円、営業利益が２百万円増加しています。 

 

 
【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 日本以外の地域

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,910

Ⅱ 連結売上高(百万円) 101,287

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

13.7

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米  

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。  
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当第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) 

 日本以外の地域

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,591

Ⅱ 連結売上高(百万円) 95,956

Ⅲ 
連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

11.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、中南米  

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。  

 
 
(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第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） 

   該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

 (1) 平成 22 年 3 月期 第２四半期累計期間実績および通期見通し 

➀ 個 別                                      (単位：百万円、単位未満切捨) 

当第２四半期累計期間 

（平成21年9月） 

今 期 通 期 

（平成22年3月） 

 

項            目 

前第２四半期

累計期間実績 

(平成20年9月) 期首予想 実績 

前期実績 

(平成21年3月) 
期首予想 今回修正予想

 土  木  工  事 ５２，８５４ ４０，１００ ２９，９０５ １０８，９２９ １０５，０００ ８５，０００

 建  築  工  事 ５５，６３５ ４９，０００ ３６，７５６ ９７，３３５ ９５，０００ ８５，０００

受 

注 

高 
受  注  高  計  １０８，４９０ ８９，１００ ６６，６６１ ２０６，２６５ ２００，０００ １７０，０００

 土  木  工  事 ４６，７３１ ４９，７００ ５１，０３９ １００，８６９ １０６，０００ ９６，０００

 建  築  工  事 ４７，２２３ ４０，９００ ３８，０１６ １０７，２７３ ９８，０００ ８７，０００

完 

工 

高 
  完  工  高  計 ９３，９５５ ９０，６００ ８９，０５６ ２０８，１４２ ２０４，０００ １８３，０００

３，６６８ ４，０５０ ４，１９４ ７，９６２ ８，６８０ ８，１５０ 土  木  工  事 

(7.8%) (8.1%) (8.2%) (7.9%) (8.2%) (8.5%)

２，６６６ ２，６２０ ２，８７２ ７，４３６ ６，４６０ ６，３３０ 建  築  工  事 

(5.6%) (6.4%) (7.6%) (6.9%) (6.6%) (7.3%)

６，３３４ ６，６７０ ７，０６６ １５，３９８ １５，１４０ １４，４８０

完 

工 

総 

利 

益 
  完成工事総利益計 

(6.7%) (7.4%) (7.9%) (7.4%) (7.4%) (7.9%)

総   売   上   高 ９４，４６１ ９１，０００ ８９，４３６ ２０９，３５１ ２０５，０００ １８４，０００

６，３６６ ６，６９０ ７，０９０ １５，４７２ １５，１９０ １４，５３０   売  上  総  利  益 

(6.7%) (7.4%) (7.9%) (7.4%) (7.4%) (7.9%)

販売費及び一般管理費 ５，６５８ ５，９９０ ５，４６４ １１，５０４ １１，６６０ １１，２００

７０８ ７００ １，６２５ ３，９６７ ３，５３０ ３，３３０   営    業    利    益 

(0.7%) (0.8%) (1.8%) (1.9%) (1.7%) (1.8%)

営  業  外  収  支 ▲４１８ ▲７００ １，４４８ ▲１，７５８ ▲１，４３０ ７７０

(金  融  収  支) (▲２９７) (▲３９０) (１，７１９) (▲７３０) (▲８４０) (１，３００)

２８９ ０ ３，０７３ ２，２０９ ２，１００ ４，１００   経    常    利    益 

(0.3%) (0.0%) (3.4%) (1.1%) (1.0%) (2.2%)

特  別  損  益  尻 ２６ ▲１００ １５ ▲１，１１４ ▲１５０ ▲２００

３１５ ▲１００ ３，０８８ １，０９５ １，９５０ ３，９００   税引前当期（四半期） 

   純利益 (0.3%) (▲0.1%) (3.4%) (0.5%) (1.0%) (2.1%)

税 金 費 用 １９９ １００ ６３２ ６３０ １，１５０ １，１００

１１５ ▲２００ ２，４５６ ４６４ ８００ ２，８００   当期（四半期）純利益 

(0.1%) (▲0.2%) (2.7%) (0.2%) (0.4%) (1.5%)

② 連 結 

当第２四半期累計期間 

（平成21年9月） 

今 期 通 期 

（平成22年3月） 

 

項            目 

前第２四半期

累計期間実績 

(平成20年9月) 期首予想 実績 

前期実績 

(平成21年3月) 
期首予想 今回修正予想

総   売   上   高 １０１，２８７ ９８，０００ ９５，９５６ ２２４，２７６ ２２０，０００ １９７，０００

販売費及び一般管理費 ６，０５８ ６，４００ ５，８５８ １２，３０７ １２，５００ １２，０００

   営    業    利    益 ８５０ ８００ １，８７１ ４，４４６ ３，８００ ３，６００

 (0.8%) (0.8%) (2.0%) (2.0%) (1.7%) (1.8%)

３９５ １００ １，２８４ ２，６５５ ２，４００ ２，４００   経    常    利    益 

(0.4%) (0.1%) (1.3%) (1.2%) (1.1%) (1.2%)

２０２ ▲１００ ５４３ １，００２ １，０００ １，０００   当期（四半期）純利益 

(0.2%) (▲0.1%) (0.6%) (0.4%) (0.5%) (0.5%)
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(2) 当社個別の受注・売上・繰越高 

(建設事業受注高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官   庁 18,199 [61.9] 25,763 [54.4] △7,563 △29.4 63,971 [63.6]

国内土木 民   間 11,222 [38.1] 21,577 [45.6] △10,355 △48.0 36,560 [36.4]

計 29,421 44.1 47,340 43.6 △17,919 △37.9 100,531 48.8 

官   庁 1,169 [3.3] 662 [1.5] 507 76.5 13,370 [15.4]

国内建築 民   間 34,012 [96.7] 44,411 [98.5] △10,399 △23.4 73,720 [84.6]

計 35,182 52.8 45,074 41.6 △9,892 △21.9 87,090 42.2 

官   庁 19,368 [30.0] 26,425 [28.6] △7,056 △26.7 77,341 [41.2]

国内合計 民   間 45,234 [70.0] 65,989 [71.4] △20,754 △31.5 110,280 [58.8]

計 64,603 96.9 92,415 85.2 △27,811 △30.1 187,621 91.0 

土　木 483 [23.5] 5,513 [34.3] △5,030 △91.2 8,398 [45.0]

海外工事 建　築 1,574 [76.5] 10,560 [65.7] △8,986 △85.1 10,245 [55.0]

計 2,057 3.1 16,074 14.8 △14,016 △87.2 18,643 9.0 

土　木 29,905 [44.9] 52,854 [48.7] △22,949 △43.4 108,929 [52.8]

合　　計 建　築 36,756 [55.1] 55,635 [51.3] △18,878 △33.9 97,335 [47.2]

計 66,661 100.0 108,490 100.0 △41,828 △38.6 206,265 100.0 

当第2四半期

自 平成21年 4月 1日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前　期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

前第2四半期

自 平成20年 4月 1日

至 平成20年 9月30日至 平成21年 9月30日

 

 

 

(建設事業売上高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官   庁 30,770 [69.1] 24,668 [63.0] 6,102 24.7 54,248 [62.5]

国内土木 民   間 13,736 [30.9] 14,502 [37.0] △765 △5.3 32,609 [37.5]

計 44,507 50.0 39,170 41.7 5,336 13.6 86,857 41.7 

官   庁 2,290 [6.7] 3,049 [7.5] △758 △24.9 5,027 [5.2]

国内建築 民   間 31,674 [93.3] 37,841 [92.5] △6,167 △16.3 91,243 [94.8]

計 33,964 38.1 40,890 43.5 △6,926 △16.9 96,270 46.3 

官   庁 33,060 [42.1] 27,717 [34.6] 5,343 19.3 59,275 [32.4]

国内合計 民   間 45,411 [57.9] 52,344 [65.4] △6,932 △13.2 123,852 [67.6]

計 78,472 88.1 80,061 85.2 △1,589 △2.0 183,128 88.0 

土　木 6,532 [61.7] 7,561 [54.4] △1,028 △13.6 14,012 [56.0]

海外工事 建　築 4,052 [38.3] 6,333 [45.6] △2,280 △36.0 11,002 [44.0]

計 10,584 11.9 13,894 14.8 △3,309 △23.8 25,014 12.0 

土　木 51,039 [57.3] 46,731 [49.7] 4,308 9.2 100,869 [48.5]

合　　計 建　築 38,016 [42.7] 47,223 [50.3] △9,206 △19.5 107,273 [51.5]

計 89,056 100.0 93,955 100.0 △4,898 △5.2 208,142 100.0 

当第2四半期

自 平成21年 4月 1日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前　期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

前第2四半期

自 平成20年 4月 1日

至 平成20年 9月30日至 平成21年 9月30日
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(建設事業繰越高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官   庁 97,068 [79.8] 101,012 [77.0] △3,943 △3.9 109,640 [80.2]

国内土木 民   間 24,512 [20.2] 30,151 [23.0] △5,638 △18.7 27,026 [19.8]

計 121,581 58.6 131,163 52.7 △9,581 △7.3 136,667 59.4 

官   庁 12,573 [17.6] 2,969 [3.6] 9,604 323.4 13,699 [19.5]

国内建築 民   間 58,748 [82.4] 80,499 [96.4] △21,750 △27.0 56,406 [80.5]

計 71,322 34.3 83,469 33.6 △12,146 △14.6 70,105 30.4 

官   庁 109,642 [56.8] 103,982 [48.4] 5,660 5.4 123,339 [59.6]

国内合計 民   間 83,261 [43.2] 110,650 [51.6] △27,389 △24.8 83,433 [40.4]

計 192,904 92.9 214,633 86.3 △21,728 △10.1 206,773 89.8 

土　木 13,765 [94.0] 25,830 [75.5] △12,064 △46.7 20,142 [85.7]

海外工事 建　築 872 [6.0] 8,369 [24.5] △7,497 △89.6 3,357 [14.3]

計 14,638 7.1 34,200 13.7 △19,562 △57.2 23,499 10.2 

土　木 135,347 [65.2] 156,994 [63.1] △21,646 △13.8 156,809 [68.1]

合　　計 建　築 72,195 [34.8] 91,839 [36.9] △19,644 △21.4 73,463 [31.9]

計 207,542 100.0 248,833 100.0 △41,290 △16.6 230,273 100.0 

至 平成20年 9月30日至 平成21年 9月30日

当第2四半期

自 平成21年 4月 1日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前　期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

前第2四半期

自 平成20年 4月 1日

(その他の事業売上高） （単位：百万円）

前第2四半期

自 平成20年 4月 1日

1,208

至 平成20年 9月30日

505 △ 125

金　　額 金　　額 金　　額

　

増　減

前　期

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

当第2四半期

自 平成21年 4月 1日

その他の事業 379

　　　　　　　期　別

　項　目
至 平成21年 9月30日

金　　額

 
 

〔主な受注工事〕  

東京都下水道局 第二溜池幹線及び勝どき幹線工事 

国土交通省九州地方整備局 東九州道（蒲江～県境）葛原トンネル南新設工事 

国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁（P14～P20）上部工事

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷藤沢高齢者施設新築工事 

株式会社カワサキライフコーポ 

レーション 

加古川社宅建設工事 

  

〔主な完成工事〕  

中之島高速鉄道株式会社 中之島新線建設工事のうち土木工事（第４工区） 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構 

九幹鹿、筑紫Ｔ（山浦）他 

西日本高速道路株式会社 山陰自動車道 船津工事 

ＮＧＫセラミックス・メキシコ 日本ガイシモンテレイ工場建設工事 

共立株式会社 共立ビル、共立別館、共立第２別館解体および 

（仮称）新･共立ビル建設工事 
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