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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 9,621 5.0 △63 ― △51 ― △50 ―
21年3月期第2四半期 9,162 ― △562 ― △549 ― △337 ―

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 △2.73 ―
21年3月期第2四半期 △18.21 ―

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 14,339 3,621 25.3 195.24
21年3月期 20,427 3,706 18.1 199.82

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,621百万円 21年3月期  3,706百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 2.00 2.00

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  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 29,400 △0.7 590 △21.7 600 △20.9 280 △7.5 15.09
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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  
（注）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。 

(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） 

（注）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 
業績予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
なお、業績予想に関する事項については４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

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 18,555,000株 21年3月期  18,555,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,717株 21年3月期  3,717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 18,551,283株 21年3月期第2四半期 18,552,750株
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(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

業績予想は、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、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

（参考）

 平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

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 29,000 △0.5 590 △20.3 600 △19.4 280 △4.5 15 09

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機の混乱による景気後退の局面から、一部に

輸出の増加や政府の経済対策による押し上げ効果により回復の兆しが見え始めたものの、その水準は低

く、さらに、雇用環境の一層の悪化は個人消費を抑制するなど景気は低調なまま推移しました。 

 道路建設業界におきましては、公共工事の早期発注が顕著となりましたが、補正予算の削減による影響

が懸念される情勢となり、また、民間市場の低迷基調に変化はなく、原油関連資材も高騰しつつあって、

経営環境は依然厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、選別受注と経営体

質の改善を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高96億21百万円(前年同四半期比5.0％増加)、経常損失51百

万円(前年同四半期は経常損失５億49百万円)、四半期純損失50百万円(前年同四半期は四半期純損失３億

37百万円)となりました。 

  

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第２四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  
  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等により、前連結会計年度末より60億87百万円減少

し、143億39百万円になりました。 

 負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計年度末より60億２百万円減少し、

107億17百万円になりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上、株主配当金の支払等により、前連結会計年度末より84百万円減少し、

36億21百万円になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少52億31百万円、仕入債務の減少55億69百万円等

により８億96百万円の資金の減少(前年同四半期は３億６百万円の資金の減少)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出等により１億17百万円の資金の減少(前年

同四半期は１億34百万円の資金の減少)となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により42百万円の資金の減少(前年同四半期は

３百万円の資金の減少)となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首より10億56百万円減少し、25億46百万円とな

っております。 

  
  

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月29日発表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」から変更はなく、営業利益５億90百万円、経常利益６億円、当期純利益２億80百万円を見込んで

おります。 

  

〔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

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理の適用) 

① 貸倒見積高を算定する方法 
一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しています。 
  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 
  

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 

① 税金費用の計算 
当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損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま
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。 

  

  

 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年以上、かつ、工事価

格５億円以上)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もりは原価比例法)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年以上、かつ、

工事価格５億円以上)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は

16億28百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ61百万円

減少しております。 

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。 

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）

(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

(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
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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 2,546 3,602

受取手形・完成工事未収入金等 4,901 10,134

未成工事支出金 2,006 1,843

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 118 88

その他 415 353

貸倒引当金 △55 △55

流動資産合計 9,934 15,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 986 1,018

機械及び装置（純額） 340 403

土地 2,680 2,683

建設仮勘定 41 －

その他（純額） 43 25

有形固定資産合計 4,092 4,130

無形固定資産 67 71

投資その他の資産   

破産更生債権等 99 96

その他 260 275

貸倒引当金 △114 △117

投資その他の資産合計 245 254

固定資産合計 4,405 4,456

資産合計 14,339 20,427

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,280 11,849

未払法人税等 27 379

未成工事受入金 1,860 1,769

完成工事補償引当金 18 18

賞与引当金 8 10

工事損失引当金 77 123

その他 624 835

流動負債合計 8,897 14,987

固定負債   

退職給付引当金 1,361 1,275

その他 458 456

固定負債合計 1,820 1,732

負債合計 10,717 16,720
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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 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 605 691

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,476 3,562

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 1

土地再評価差額金 141 143

評価・換算差額等合計 145 144

純資産合計 3,621 3,706

負債純資産合計 14,339 20,427
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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 9,162 9,621

売上原価 8,893 8,827

売上総利益 268 794

販売費及び一般管理費 831 857

営業損失（△） △562 △63

営業外収益   

受取利息 15 24

受取地代家賃 5 －

雑収入 8 5

営業外収益合計 29 30

営業外費用   

支払利息 7 12

支払保証料 5 5

雑支出 3 1

営業外費用合計 16 18

経常損失（△） △549 △51

特別利益   

前期損益修正益 2 －

固定資産売却益 4 －

国庫補助金 1 －

特別利益合計 8 －

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 21 2

固定資産圧縮損 1 －

投資有価証券評価損 12 －

保険解約損 － 5

特別損失合計 35 9

税金等調整前四半期純損失（△） △576 △60

法人税等 △238 △9

四半期純損失（△） △337 △50
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  (第２四半期連結会計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,708 5,726

売上原価 5,414 5,284

売上総利益 293 442

販売費及び一般管理費 384 401

営業利益又は営業損失（△） △90 40

営業外収益   

受取利息 7 10

受取地代家賃 0 －

雑収入 4 3

営業外収益合計 12 13

営業外費用   

支払利息 4 6

支払保証料 1 3

雑支出 1 0

営業外費用合計 7 10

経常利益又は経常損失（△） △86 44

特別利益   

前期損益修正益 2 －

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 20 2

投資有価証券評価損 12 －

保険解約損 － 5

特別損失合計 32 8

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△116 35

法人税等 △41 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74 11
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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損失（△） △576 △60

減価償却費 127 137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 86

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △20 △46

受取利息及び受取配当金 △16 △24

支払利息 7 12

前期損益修正損益（△は益） △2 －

有形固定資産売却損益（△は益） △4 1

固定資産除却損 21 2

投資有価証券評価損益（△は益） 12 －

保険解約損益（△は益） － 5

売上債権の増減額（△は増加） 6,977 5,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,152 △191

その他の流動資産の増減額（△は増加） △144 △36

その他の固定資産の増減額（△は増加） △21 1

仕入債務の増減額（△は減少） △6,019 △5,569

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,655 90

その他の流動負債の増減額（△は減少） △74 △181

その他 0 0

小計 △174 △545

利息及び配当金の受取額 16 24

利息の支払額 △7 △12

補助金の受取額 1 －

法人税等の支払額 △143 △363

営業活動によるキャッシュ・フロー △306 △896

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 △136 △113

有形固定資産の売却による収入 11 3

有形固定資産の除却による支出 △8 △16

その他 △1 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △134 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △6

配当金の支払額 － △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △444 △1,056

現金及び現金同等物の期首残高 2,704 3,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,260 2,546
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 該当事項はありません。 

  

     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) 

 
  

(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おります。 

(2) 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業   ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業 

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業 

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他 

２．会計処理基準等の変更 

  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) 

  「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」に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法に比較

して、当第２四半期連結累計期間の建設事業の売上高が16億28百万円増加し、営業損失が61百万円減少して

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

 (事業の種類別セグメント情報)

建設事業 
  

(百万円)

製造・
販売事業 
(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

7,139 2,018 4 9,162 ― 9,162

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 480 ― 480 (480) ―

計 7,139 2,498 4 9,643 (480) 9,162

営業利益又は営業損失(△) △291 △62 4 △350 (211) △562

建設事業 
  

(百万円)

製造・
販売事業 
(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

7,555 2,065 ― 9,621 ― 9,621

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 536 ― 536 (536) ―

計 7,555 2,602 ― 10,158 (536) 9,621

営業利益又は営業損失(△) △141 291 △0 150 (213) △63
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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)及び 
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) 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありませ

ん。 

  

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)及び 
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) 
  

海外売上高がありませんので該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年６月26日開催の第62期定時株主総会において、資本準備金1,000百万円を減少さ

せその全額をその他資本剰余金へ振り替えることにつき承認可決され、平成21年７月31日にその効力

が発生しております。 

  

(所在地別セグメント情報)

 (海外売上高)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

(参考)

1. 個別業績の概要

 平成22年３月期第２四半期の個別業績(平成21年４月１日～平成21年９月30日)

(1) 個別経営成績(累計)

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 9,563 5.7 △37 ― △25 ― △36 ―

21年３月期第２四半期 9,043 ― △552 ― △540 ― △333 ―

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 △1 96 ―

21年３月期第２四半期 △17 95 ―

 (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

22年３月期第２四半期 14,290 3,606 25.2 194 39

21年３月期 20,268 3,676 18.1 198 21

(参考) 自己資本 22年３月期第２四半期 3,606百万円 21年３月期 3,676百万円
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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

2. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度末に係る

当第２四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成21年９月30日) (平成21年３月31日)
資産の部

流動資産
現金預金 2,473 3,522
受取手形・完成工事未収入金等 4,890 10,004
未成工事支出金 2,002 1,842
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 118 88
その他 397 350
貸倒引当金 △56 △56
流動資産合計 9,828 15,754

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 986 1,018
機械及び装置(純額) 340 403
土地 2,680 2,683
建設仮勘定 41 ―
その他(純額) 43 25
有形固定資産合計 4,092 4,130

無形固定資産 66 71
投資その他の資産

破産更生債権等 99 96
その他 317 332
貸倒引当金 △114 △117
投資その他の資産合計 302 311

固定資産合計 4,461 4,513
資産合計 14,290 20,268

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 6,289 11,770
未払法人税等 26 371
未成工事受入金 1,851 1,768
完成工事補償引当金 18 18
工事損失引当金 77 123
その他 611 819
流動負債合計 8,876 14,872

固定負債
退職給付引当金 1,349 1,262
その他 458 456
固定負債合計 1,808 1,719

負債合計 10,684 16,591
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 589 661
自己株式 △0 △0
株主資本合計 3,460 3,532

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 4 1
土地再評価差額金 141 143
評価・換算差額等合計 145 144

純資産合計 3,606 3,676
負債純資産合計 14,290 20,268
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(2) (要約) 四半期個別損益計算書

 (第２四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日
 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日)

売上高 9,043 9,563

売上原価 8,791 8,773

売上総利益 252 789

販売費及び一般管理費 804 826

営業損失(△) △552 △37

営業外収益

受取利息 15 24

雑収入 12 5

営業外収益合計 28 30

営業外費用

支払利息 7 12

雑支出 8 5

営業外費用合計 16 18

経常損失(△) △540 △25

特別利益

前期損益修正益 2 ―

固定資産売却益 1 ―

国庫補助金 1 ―

特別利益合計 6 ―

特別損失

固定資産売却損 ― 1

固定資産除却損 21 2

固定資産圧縮損 1 ―

投資有価証券評価損 12 ―

保険解約損 ― 5

特別損失合計 35 9

税引前四半期純損失(△) △569 △35

法人税等 △236 1

四半期純損失(△) △333 △36
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 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

 (第２四半期会計期間)

(単位：百万円)

前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日 (自 平成21年７月１日
 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日)

売上高 5,631 5,683

売上原価 5,351 5,245

売上総利益 279 437

販売費及び一般管理費 372 386

営業利益又は営業損失(△) △92 51

営業外収益

受取利息 7 10

雑収入 3 3

営業外収益合計 11 13

営業外費用

支払利息 4 6

雑支出 2 3

営業外費用合計 7 9

経常利益又は経常損失(△) △89 55

特別利益

前期損益修正益 2 ―

固定資産売却益 1 ―

特別利益合計 3 ―

特別損失

固定資産売却損 ― 1

固定資産除却損 20 2

投資有価証券評価損 12 ―

保険解約損 ― 5

特別損失合計 32 8

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △118 46

法人税等 △43 28

四半期純利益又は四半期純損失(△) △75 17
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(注) １．受注高は当第２四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

以 上 

6. その他の情報

  四半期個別受注の概要

 (1) 個別受注実績(平成21年４月１日～平成21年９月30日)

                             (百万円未満切捨)

受 注 高

百万円 ％

22年３月期第２四半期 13,998 26.2

21年３月期第２四半期 11,089 △20.2

前第２四半期
 (自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日)

当第２四半期
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

比較増減 増減率

工
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 3,522 31.8 7,143 51.0 3,621 102.8

部 民     間 5,540 49.9 4,788 34.2 △751 △13.6

門 計 9,062 81.7 11,931 85.2 2,869 31.7

製 品 等 部 門 2,027 18.3 2,066 14.8 39 1.9

合       計 11,089 100.0 13,998 100.0 2,908 26.2

 (2) 個別受注予想(平成21年４月１日～平成22年３月31日)

                            (百万円未満切捨)

通   期

百万円 ％

22年３月期予想 29,000 2.5

21年３月期実績 28,299 △10.7
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