
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 前田建設工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1824 URL http://www.maeda.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小原 好一

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理本部財務部長 （氏名） 中島 信之 TEL 03-5276-5114
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 131,611 △23.0 703 △13.6 △209 ― △324 ―

22年3月期第2四半期 170,850 △11.6 814 23.1 718 ― 318 ―

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2四半期 △1.83 ―

22年3月期第2四半期 1.80 ―

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2四半期 363,949 120,498 32.2 662.45
22年3月期 384,985 126,273 31.8 691.89

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  117,234百万円 22年3月期  122,446百万円

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  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 307,000 △6.6 3,100 15.5 2,200 △38.4 1,800 △24.2 10.17



(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の対象外でありますが、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レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る仮定を前提としています、実際の業績は、今後
の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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2Q 185,213,602株 22年3月期  185,213,602株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8,242,116株 22年3月期  8,240,640株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 176,972,584株 22年3月期2Q 176,976,633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） 

                                              （％表示は通期は対前期増減率）  

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正有無：有 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定

を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  

  

  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  260,000 △9.8 3,500 △16.3 1,800 △56.6  1,500 △39.9 8 10
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善の動きが見られましたが、厳しい雇用情勢に

加え、急激な円高の進行や株式市況の低迷により景気は依然として厳しい状況にありました。 

 建設業界におきましては、民間住宅建設投資に一部持ち直しの兆しが見られたものの、公共投資は低調に推移

し、受注環境は厳しい状況が続きました。 

 このような状況のなかで、当社は「すべてのステークホルダーから も信頼される企業となる」を基本理念と

し、基本理念実現のために「環境経営№１」「すべての業務プロセスでクッションゼロ」「社会変化に対応した改

革の継続」を重点施策とする中期経営計画（平成22年度～平成24年度）をスタートさせ、環境活動の活性化と見え

る化を推進し、事業・企業・個人のレベルで積極的に活動するとともに、利益重視の体質の維持・向上に努めてま

いりました。 

 当第２四半期の連結業績は、売上高につきましては、前年同四半期比23.0％減の1,316億円余となりました。損

益につきましては、営業利益７億円余（前年同四半期は営業利益８億円余）、経常損失２億円余（前年同四半期は

経常利益７億円余）となり、四半期純損失は３億円余（前年同四半期は四半期純利益３億円余）となりました。  

  

（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における資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより前連結会計年度

末に比べ210億円余減少し、3,639億円余となりました。負債は、短期借入金等の有利子負債の減少などにより前連

結会計年度末に比べ152億円余減少し、2,434億円余となりました。また純資産は、前連結会計年度末に比べ57億円

余減少し、1,204億円余となりました。以上の結果、純資産の額から少数株主持分を控除した自己資本の額は、

1,172億円余となり、自己資本比率は前連結会計年度末の31.8%から32.2%となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況について、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、売上債権が105億円余減少したことなどにより、65億円余となりました。投資活動によるキャッシュ・フロー

は、機械等の設備投資を11億円余行ったことなどにより、△20億円余となりました。財務活動によるキャッシュ・

フローは、長短借入金74億円余を返済したことなどにより、△87億円余となりました。以上の結果、現金及び現金

同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ44億円余減少し、245億円余となりまし

た。  

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期通期連結業績予想につきましては、 近の業績の動向等を踏まえ、平成22年５月14日に公表いた

しました平成23年３月期通期連結業績予想を下記のとおり修正いたしました。  

  

（参考） 

 平成23年３月期通期個別業績予想につきましても、平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期通期個

別業績予想を下記のとおり修正いたしました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり  

四半期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 前回発表予想(Ａ)  320,000  3,100  3,000  2,300 13  00 

 今回修正予想(Ｂ)  307,000  3,100  2,200  1,800 10  17 

 増減額(Ｂ－Ａ)  △13,000  0  △800  △500  －

 増減率(％)  △4.1  0.0  △26.7  △21.7  －

 前期実績  328,625  2,683  3,569  2,376 13  43 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり  

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 前回発表予想(Ａ)  270,000  3,000  2,100  1,500 8  10 

 今回修正予想(Ｂ)  260,000  3,500  1,800  1,500 8  10 

 増減額(Ｂ－Ａ)  △10,000  500  △300  0  －

 増減率(％)  △3.7  16.7  △14.3  0.0  －

 前期実績  288,291  4,184  4,145  2,497 13  49 



（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 

 簡便な会計処理  

 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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（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。 

 これに伴う営業利益、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。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軽微であります。 

  

②表示方法等の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 25,087 29,216

受取手形・完成工事未収入金等 104,224 114,812

有価証券 － 20

販売用不動産 25,492 27,062

商品及び製品 1,253 1,497

未成工事支出金 17,572 16,084

開発事業等支出金 7,289 6,086

材料貯蔵品 668 771

その他 30,440 29,874

貸倒引当金 △863 △1,458

流動資産合計 211,164 223,967

固定資産   

有形固定資産 61,820 63,320

無形固定資産 1,033 1,338

投資その他の資産   

投資有価証券 80,798 86,832

その他 14,487 14,941

貸倒引当金 △5,354 △5,414

投資その他の資産計 89,931 96,358

固定資産合計 152,785 161,018

資産合計 363,949 384,985

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 43,823 44,563

短期借入金 51,053 62,856

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 309 443

未成工事受入金 24,495 25,080

工事損失引当金 1,603 1,811

その他の引当金 3,530 3,736

その他 16,235 19,195

流動負債合計 151,051 157,686

固定負債   

社債 33,876 43,876

長期借入金 33,523 30,081

退職給付引当金 16,661 16,278

その他 8,338 10,789

固定負債合計 92,399 101,025

負債合計 243,451 258,712



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,454 23,454

資本剰余金 31,709 31,709

利益剰余金 58,145 59,709

自己株式 △2,517 △2,517

株主資本合計 110,792 112,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,519 10,181

為替換算調整勘定 △77 △91

評価・換算差額等合計 6,441 10,089

少数株主持分 3,263 3,827

純資産合計 120,498 126,273

負債純資産合計 363,949 384,985



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 170,850 131,611

売上原価 158,704 120,096

売上総利益 12,145 11,515

販売費及び一般管理費 11,330 10,811

営業利益 814 703

営業外収益   

受取利息 227 150

受取配当金 516 509

持分法による投資利益 473 442

その他 189 237

営業外収益合計 1,406 1,339

営業外費用   

支払利息 1,192 1,166

為替差損 － 824

その他 309 262

営業外費用合計 1,502 2,253

経常利益又は経常損失（△） 718 △209

特別利益   

固定資産売却益 37 0

投資有価証券売却益 15 13

貸倒引当金戻入額 － 92

工事違約金等損失引当金戻入額 24 －

その他 1 17

特別利益合計 79 124

特別損失   

固定資産除却損 7 15

投資有価証券評価損 379 462

過年度工事補償引当金繰入額 239 －

その他 32 36

特別損失合計 659 514

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（△）

138 △600

法人税、住民税及び事業税 173 98

法人税等調整額 345 9

法人税等合計 519 107

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △707

少数株主損失（△） △699 △383

四半期純利益又は四半期純損失（△） 318 △324



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

138 △600

減価償却費 3,153 2,587

減損損失 2 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 245 △61

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,163 △208

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,088 383

受取利息及び受取配当金 △743 △659

支払利息 1,192 1,166

為替差損益（△は益） △30 △674

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △14 △5

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 379 497

売上債権の増減額（△は増加） 5,567 10,588

未成工事支出金の増減額（△は増加） 12,176 △1,488

開発事業等支出金の増減額（△は増加） △5,449 △1,203

たな卸資産の増減額（△は増加） 90 2,100

未収消費税等の増減額（△は増加） 487 △4,837

仕入債務の増減額（△は減少） △12,251 △739

未成工事受入金の増減額（△は減少） △9,855 △584

その他 △709 557

小計 △7,873 6,819

利息及び配当金の受取額 1,001 1,079

利息の支払額 △970 △1,168

法人税等の支払額 △161 △227

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,004 6,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 20 20

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,088 △1,104

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 137

投資有価証券の取得による支出 △1,247 △805

投資有価証券の売却による収入 397 41

貸付けによる支出 △268 △53

貸付金の回収による収入 207 174

その他 △77 △435

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,055 △2,024



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 3,798 △6,327

長期借入れによる収入 7,500 200

長期借入金の返済による支出 △5,640 △1,308

社債の発行による収入 5,755 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33 △42

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,238 △1,238

少数株主への配当金の支払額 △29 －

その他 241 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,352 △8,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 △195 △249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97 △4,487

現金及び現金同等物の期首残高 28,856 29,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,953 24,546



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前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）各事業区分の方法 

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  ：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：建設機械及びコンクリート二次製品の製造、販売に関する事業 

不動産の販売及び賃貸に関する事業 

サービス事業 他 

     ２．会計処理基準の変更  

            「４．その他 （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」に記 

  載のとおり、当第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較して、当第２四半期連結累計期間の「建設事業」の売上 

  高は6,456百万円、営業利益は455百万円増加しております。 

  

〔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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

 の記載を省略しました。 

  

〔海外売上高〕 

 前第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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。 

  

（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） 

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  159,104  11,745  170,850  －  170,850

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,573  1,932  4,506  (4,506)  －

計  161,678  13,677  175,356  (4,506)  170,850

営業利益又は営業損失（△）  2,245  △847  1,398  (584)  814



〔セグメント情報〕 

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、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、事業本部及び連結子会社等を基礎とした事業・サービス別のセグメントから構成されており、

「建築事業」、「土木事業」、「不動産事業」、「その他事業」の４つを報告セグメントとしております。

 各報告セグメントの概要は以下のとおりであります。 

  建築事業 ：建築工事の請負及びこれに付帯する事業 

  土木事業 ：土木工事の請負及びこれに付帯する事業 

  不動産事業：不動産の販売、賃貸及びこれに付帯する事業 

  その他事業：建設機械、コンクリート二次製品の製造・販売及びこれに付帯する事業  

  

２．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  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）    （単位：百万円）

  （注） １．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引64百万円が含まれております。 

      ２．セグメント利益又は損失は、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。  

   

    （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。 

  

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業 

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高  70,164  48,081  2,907  10,457  －  131,611

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 226  39  44  801 (1,112)  －

計  70,391  48,121  2,952  11,258 (1,112)  131,611

セグメント利益又は損失（△）  253  1,440  △455  △599  64  703

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



                                              （単位：百万円） 

  

４．補足情報

（１）（参考）四半期個別貸借対照表

  当第２四半期会計期間末 
（平成22年９月30日）  

前会計年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年３月31日）  

 資産の部     

  流動資産      

   現金預金  22,908  27,117

   受取手形・完成工事未収入金  103,071  111,534

   有価証券  －  20

   販売用不動産  14,211  15,769

   未成工事支出金  17,503  15,499

   材料貯蔵品  39  40

   その他  33,451  31,887

   貸倒引当金  △964  △1,601

   流動資産合計  190,221  200,268

  固定資産     

   有形固定資産  53,043  54,236

   無形固定資産  716  976

   投資その他の資産     

    投資有価証券  62,218  67,934

    その他  11,283  11,813

    貸倒引当金  △3,465  △3,547

    投資その他の資産計  70,036  76,201

   固定資産合計  123,797  131,413

  資産合計  314,018  331,682

 負債の部     

  流動負債     

   工事未払金  38,242  38,161

   短期借入金  43,773  49,876

   １年内償還予定の社債  10,000  －

   未払法人税等  266  316

   未成工事受入金  24,152  24,902

   工事損失引当金  1,513  1,801

   その他の引当金  2,940  3,105

   その他  19,137  21,898

   流動負債合計  140,026  140,061

  固定負債     

   社債  28,000  38,000

   長期借入金  28,762  29,930

   退職給付引当金    14,357  14,045

   その他  7,325  9,704

   固定負債合計  78,445  91,680

  負債合計  218,472  231,741



                                             （単位：百万円）

  

  

（注）四半期個別貸借対照表は、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記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

  

当第２四半期会計期間末 

（平成22年９月30日）  

前会計年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年３月31日）  

 純資産の部      

  株主資本     

   資本金   23,454  23,454

   資本剰余金  31,579  31,579

   利益剰余金  34,201  35,013

   自己株式  △47  △47

   株主資本合計  89,187  90,000

  評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金  6,358  9,940

   評価・換算差額等合計  6,358  9,940

  純資産合計   95,546  99,941

 負債純資産合計    314,018  331,682



 （単位：百万円）   

  

  

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

  

（２）（参考）四半期個別損益計算書

  
前第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）

 売上高  152,368  111,201

 売上原価    142,093  101,295

 売上総利益  10,275  9,905

 販売費及び一般管理費  8,535  8,195

 営業利益  1,739  1,709

 営業外収益   

  受取利息  217  148

  受取配当金  866  957

  為替差益  34  －

  その他  182  156

  営業外収益合計  1,301  1,263

 営業外費用     

  支払利息  1,056  1,046

  為替差損  －  824

  その他  167  191

  営業外費用合計  1,223  2,062

 経常利益  1,817  910

 特別利益   

  投資有価証券売却益  15  13

  貸倒引当金戻入額  －  125

  工事違約金等損失引当金戻入額  24  －

  その他  2  17

  特別利益合計  42  157

 特別損失    

  固定資産除却損  6  13

  投資有価証券評価損  379  462

  過年度工事補償引当金繰入額  239  －

  その他  192  24

  特別損失合計  818  500

 税引前四半期純利益  1,041  567

 法人税等  92  84

 四半期純利益  948  483



①個別受注実績 

（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                                （単位：百万円） 

  

    ②個別受注予想                    （単位：百万円） 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率を示します。  

  

（３）四半期個別受注の概況

  受注高 

  百万円     ％ 

23年３月期第２四半期累計期間 118,147 3.0 

22年３月期第２四半期累計期間 114,661 9.9 

区 分 

前第２四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日) 

増   減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

建築事業 

国内官公庁   13,880 12.1 2,296 1.9 △11,583 △83.5 

国 内 民 間 55,445 48.4 76,551 64.8 21,105  38.1 

海 外   697 0.6 1,664 1.4 966 138.6 

(計)  (70,023) (61.1) (80,512) (68.1) (10,488) (15.0)

土木事業 

国内官公庁   18,683 16.3 17,821 15.1 △861 △4.6 

国 内 民 間   11,856 10.3 10,642 9.0 △1,214 △10.2 

海 外   14,098 12.3 9,172 7.8 △4,926 △34.9 

(計)  (44,637) (38.9) (37,635) (31.9) (△7,002) (△15.7)

合  計 

国内官公庁   32,563  28.4 20,117 17.0 △12,445 △38.2 

国 内 民 間  67,302 58.7 87,194 73.8 19,891 29.6 

海 外   14,796  12.9 10,836 9.2 △3,959 △26.8 

(計)  (114,661) (100.0) (118,147) (100.0) (3,486) (3.0)

  

  

  

通   期 

金 額  ％ 

23年３月期予想 

建築事業 220,000   27.0 

土木事業 123,000      9.9 

合  計 343,000     20.8 

22年３月期実績 

建築事業 173,169       5.4 

土木事業 100,111       9.7 

合  計 273,281       6.9 



（４）平成23年３月期業績の実績と見通し   

①連結                                       （単位：百万円） 

（注）パーセント表示は、売上総利益率を示します。 

  

②個別                                         （単位：百万円）

（注）パーセント表示は、売上総利益率を示します。  

    第２四半期連結累計期間  通期  

    実績 前年同期比 見通し 前期比 

売上高    131,611    △39,239  307,000  △21,625

  建設事業  118,247  △40,857  273,500  △19,411

  その他事業  13,364     1,619  33,500    △2,213

売上総利益 
 

(8.7%)

11,515  

(1.6%)

△630    

(7.8%)

24,000    

(0.0%)

△1,742

  建設事業 
 

(8.7%)

10,292  

(2.1%)

△271  

(7.4%)

20,200    

(△0.1%)

△1,748

  その他事業 
   

(9.2%)

1,223  

(△4.3%)

△358  

（11.3%)

3,800    

(0.7%)

7

販売費及び一般管理費  10,811  △519  20,900  △2,158

営業利益    703  △111  3,100  417

経常利益    △209  △927  2,200  △1,369

当期純利益   △324  △642  1,800  △576

    第２四半期累計期間  通期  

    実績 前年同期比 見通し 前期比 

売上高    111,201  △41,167  260,000  △28,291

  建築事業  63,545  △32,479  155,000  △18,867

  土木事業  47,655 △8,688  105,000  △9,423

売上総利益 
 

(8.9%)

9,905  

(2.2%)

△370    

(7.3%)

19,000

(△0.1%)

△2,391

  建築事業 
 

(8.2%)

5,198  

(0.3%)

△2,413  

(7.1%)

11,000

(△1.0%)

△3,099

  土木事業 
 

(9.9%)

4,707  

(5.2%)

2,044    

(7.6%)

8,000  

(1.2%)

709

販売費及び一般管理費  8,195  △340    15,500 △1,706

営業利益    1,709  △30  3,500  △684

経常利益    910  △907  1,800  △2,345

当期純利益   483  △465  1,500  △997
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