
  

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 
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（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12月期第２四半期  48,353  △17.2  △236  －  △207  －  △588  －

22年12月期第２四半期  58,380  △16.3  2,036  7.7  2,006  28.5  1,833  －

  
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12月期第２四半期  △13  18  －      

22年12月期第２四半期  41  06  －      

  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12月期第２四半期  96,339  26,191  26.6  574  68

22年12月期  96,396  26,909  27.4  590  58

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 25,654百万円 22年12月期 26,366百万円

  
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12月期  －       0 00 －     3 00  3  00

23年12月期  －       0 00       

23年12月期（予想）     －     3 00  3  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  104,000  △8.3  100  △94.1  0 △100.0  △700  －  △15  68

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

新規      －社  （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（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。 

  

（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対象外ですが、この四半期決算短信開示時点にお

いて、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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って大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く

ださい。   

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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12月期２Ｑ 44,940,557株 22年12月期 44,940,557株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 299,518株 22年12月期 296,486株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 44,642,962株 22年12月期２Ｑ 44,646,986株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におきましては、前年繰越手持工事の減少及び当年度の受注工事量が計画を下回っているため、売

上高は見込数値を達成できず前年同四半期累計期間比17.2％の減となりました。利益面でも売上高の減少に加え、

建築分野の前年繰越手持工事の低採算を期中でカバーすることができず、前年同四半期累計期間に比べ、売上総利

益が低下いたしました。また、一般管理費や有利子負債の削減により改善は見られるものの、営業・経常段階では

共に損失の結果となりました。最終損益は、当第２四半期で、主に連結子会社の固定資産売却による特別利益４億

円余が計上されたものの、第１四半期より「資産除去債務に関する会計基準」を適用し、過年度相当額を特別損失

に計上したことや、将来の損害賠償損失に備えるため、引当金６億円余を繰り入れたことなどから、四半期純損失

５億円余となりました。  

  

  

（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の資産につきましては、第１四半期同様に、期初からの売掛債権の回収や販売用不

動産の売却を進める一方、月次の下請負代金支払の資金を確保したことなどから、流動資産は、前連結会計年度末

に比べ、10億円余の増加となりました。固定資産は、有形固定資産の売却や減価償却などにより前連結会計年度末

に比べ11億円余の減少となりました。また、負債の部におきましては、各四半期末時点で、月次の下請負代金支払

いのための買掛金が増加しますが、鋭意、有利子負債の削減を進めており、借入金は前連結会計年度末に比べ、長

短合わせて53億円余減少しており、負債合計では横這いとなっております。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、当初より、利益において低水準との予測のもと、鋭意、工事量の確保に努めてまい

りました。しかしながら本年も引き続き、厳しい受注環境の中、先の東日本大震災により民間の設備投資意欲が減

退し、当第２四半期末までの受注状況は、当初の想定を下回る結果となっております。第２四半期末以降、受注状

況は好転の兆しはあるものの、当期の利益面への寄与は限定的であると思われます。このような状況に鑑み、本年

２月１０日に公表した通期業績予想を標記のとおり修正いたします。 

 なお、個別業績予想も併せて修正しております。予想値につきましては、本資料16ページをご参照ください。 

  

  

（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  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（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。これにより、当第２四半期連結累計期間では、営業損失、経常損失がそれぞれ６百万円、税金等調整

前四半期純損失が115百万円増加しております。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212

百万円であります。  

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「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。 

  

 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取配当金」は、営業外

収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は、57百万円でありま

す。  
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 20,512 12,258

受取手形・完成工事未収入金等 28,619 32,614

有価証券 20 20

販売用不動産 2,203 5,481

未成工事支出金等 5,404 4,851

不動産事業支出金 1,635 1,500

その他のたな卸資産 291 266

その他 3,728 4,634

貸倒引当金 △2,735 △3,018

流動資産合計 59,681 58,609

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 21,069 21,747

機械、運搬具及び工具器具備品 12,187 12,322

土地 16,341 16,983

その他 302 85

減価償却累計額 △24,190 △24,492

有形固定資産計 25,710 26,646

無形固定資産 909 941

投資その他の資産   

投資有価証券 7,727 7,823

長期貸付金 1,053 1,094

繰延税金資産 149 166

その他 2,505 2,522

貸倒引当金 △1,398 △1,408

投資その他の資産計 10,037 10,198

固定資産合計 36,657 37,786

資産合計 96,339 96,396
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,850 20,736

短期借入金 25,407 30,271

未払法人税等 91 141

未成工事受入金 7,205 5,111

引当金 1,170 658

その他 2,833 2,632

流動負債合計 60,559 59,551

固定負債   

長期借入金 1,949 2,432

繰延税金負債 104 64

再評価に係る繰延税金負債 1,596 1,620

引当金   

退職給付引当金 2,710 2,703

役員退職慰労引当金 70 76

引当金計 2,781 2,780

負ののれん 581 695

その他 2,575 2,340

固定負債合計 9,588 9,934

負債合計 70,147 69,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 15,297 15,964

自己株式 △116 △115

株主資本合計 26,334 27,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 77

土地再評価差額金 △769 △714

評価・換算差額等合計 △680 △637

少数株主持分 537 543

純資産合計 26,191 26,909

負債純資産合計 96,339 96,396
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高   

完成工事高 50,301 40,608

不動産事業売上高 4,289 4,509

その他の事業売上高 3,789 3,235

売上高合計 58,380 48,353

売上原価   

完成工事原価 45,882 38,059

不動産事業売上原価 3,619 4,243

その他の事業売上原価 3,298 2,871

売上原価合計 52,800 45,174

売上総利益   

完成工事総利益 4,418 2,548

不動産事業総利益 669 266

その他の事業総利益 491 363

売上総利益合計 5,579 3,179

販売費及び一般管理費 3,542 3,415

営業利益又は営業損失（△） 2,036 △236

営業外収益   

受取利息 35 18

受取配当金 － 75

負ののれん償却額 113 113

その他 236 108

営業外収益合計 386 316

営業外費用   

支払利息 311 224

その他 104 62

営業外費用合計 416 287

経常利益又は経常損失（△） 2,006 △207

特別利益   

固定資産売却益 116 439

投資有価証券売却益 15 －

貸倒引当金戻入額 174 157

その他 16 6

特別利益合計 323 603

特別損失   

投資有価証券評価損 184 52

減損損失 6 －

賠償損失引当金繰入額 115 683

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

その他 190 75

特別損失合計 496 919
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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（△）

1,833 △523

法人税、住民税及び事業税 139 61

法人税等還付税額 △44 △21

過年度法人税等戻入額 △29 －

法人税等調整額 △54 16

法人税等合計 11 56

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △579

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,833 △588
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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（△）

1,833 △523

減価償却費 567 568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

減損損失 6 －

負ののれん償却額 △113 △113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △474 △292

賞与引当金の増減額（△は減少） 70 △24

工事損失引当金の増減額（△は減少） 90 △116

賠償損失引当金の増減額（△は減少） 115 683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 6

受取利息及び受取配当金 △93 △94

支払利息 311 224

その他の引当金の増減額（△は減少） 47 △30

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 184 52

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 27 4

固定資産売却損益（△は益） △94 △390

持分法による投資損益（△は益） △39 16

売上債権の増減額（△は増加） 11,502 3,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,583 2,564

その他の資産の増減額（△は増加） 441 833

仕入債務の増減額（△は減少） 3,463 3,113

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,705 2,702

その他の負債の増減額（△は減少） △3,263 △590

その他 264 31

小計 17,714 12,718

利息及び配当金の受取額 100 98

利息の支払額 △280 △229

法人税等の支払額 △393 △81

法人税等の還付額 － 21

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,140 12,528

㈱福田組(1899)　平成23年12月期　第２四半期決算短信

8



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △120 △120

定期預金の払戻による収入 220 120

有形固定資産の取得による支出 △198 △99

有形固定資産の売却による収入 613 1,185

無形固定資産の取得による支出 △14 △13

投資有価証券の取得による支出 △14 △3

投資有価証券の売却による収入 103 11

子会社の清算による収入 － 37

子会社株式の取得による支出 △20 △17

子会社株式の売却による収入 14 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△105 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 47 89

長期貸付けによる支出 △23 △21

長期貸付金の回収による収入 168 53

その他の支出 △29 △23

その他の収入 92 46

投資活動によるキャッシュ・フロー 733 1,245

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） △8,912 △4,265

長期借入れによる収入 2,300 －

長期借入金の返済による支出 △2,296 △1,081

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △134 △132

少数株主への配当金の支払額 △14 △15

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,068 △5,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,805 8,254

現金及び現金同等物の期首残高 16,955 12,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,761 20,409
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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内容 

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売等 

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 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3,335百万円、営業利益が242百万円増

加しております。  

【所在地別セグメント情報】  

前第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６月30日）   

 在外連結子会社及び主要な在外支店がないため、記載しておりません。 

  

【海外売上高】  

前第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

（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） 

不動産事業
（百万円） 

その他事業
（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  50,301  4,289  3,789  58,380  －  58,380

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 15  42  1,211  1,269 ( )1,269  －

計  50,316  4,332  5,001  59,650 ( )1,269  58,380

営業利益又は営業損失(△)  1,280  359  476  2,115 ( )78  2,036
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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、事業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、各会社

の取締役会が、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おりま

す。 

 当社は、本社に建設事業及び不動産事業の事業本部を置き、各事業本部は、工事の受注・施工及び不動産

の購入・売却・賃貸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。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「建設事業」及び「不動産

事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「建設事業」は、主に、当社が土木、建築の工事を受注・施工しており、また、福田道路㈱では、舗装の

工事を受注・施工しております。「不動産事業」は、複数の会社が宅地、建物等の販売及び賃貸をしており

ます。 

  

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23年１月１日 至平成23年６月30日） 

                                       （単位：百万円） 

（注）「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、福祉関連事業等を含んでお

ります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

当第２四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年６月30日） 

（注）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ります。 

  

４．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  

 特記事項はありません。 

  

（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。 

  
報告セグメント その他  

（注） 
合計

建設 不動産 計

売上高          

外部顧客への売上高  43,531  4,509  48,041  311  48,353

セグメント間の内部売上高
又は振替高  27  27  54  0  55

計  43,558  4,537  48,096  312  48,408

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 △159  △49  △208  57  △151

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  △208

「その他」の区分の利益  57

セグメント間取引消去  △24

全社費用（注）  △60

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △236
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 該当事項はありません。  

  

（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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（１）四半期個別財務諸表 

①四半期貸借対照表  

  

４．補足情報

  （単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成23年６月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成22年12月31日） 

資産の部      

流動資産      

現金及び預金  9,124  6,763 

受取手形及び完成工事未収
入金等  20,085  20,885 

販売用不動産  615  3,777 

未成工事支出金等  4,300  3,668 

不動産事業支出金  1,593  1,451 

その他  3,066  3,763 

貸倒引当金  △2,655  △2,842 

流動資産合計  36,129  37,466 

固定資産      

有形固定資産  11,288  11,457 

無形固定資産  42  47 

投資その他の資産  10,871  10,264 

固定資産合計  22,202  21,769 

資産合計  58,332  59,236 
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ

    ー対象ではありません。 

  （単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成23年６月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成22年12月31日） 

負債の部      

流動負債      

支払手形・工事未払金等  15,407  13,495 

短期借入金  16,150  20,100 

未払法人税等  41  77 

引当金  1,102  595 

その他  7,391  5,663 

流動負債合計  40,093  39,932 

固定負債      

長期借入金  1,391  1,762 

退職給付引当金  1,688  1,691 

その他  1,223  1,089 

固定負債合計  4,303  4,543 

負債合計  44,396  44,475 

純資産の部         

株主資本         

資本金   5,158   5,158 

資本剰余金   5,996   5,996 

利益剰余金   2,230   3,051 

自己株式   △116   △115 

株主資本合計   13,269   14,090 

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   94   67 

土地再評価差額金   571   602 

評価・換算差額等合計   666   670 

純資産合計   13,935   14,760 

負債純資産合計   58,332   59,236 
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②四半期損益計算書（第２四半期累計期間） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ 

    ー対象ではありません。 

  （単位：百万円）

  
前第２四半期累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日） 

売上高      

 完成工事高  29,380  24,400 

 不動産事業売上高  2,987  3,532 

売上高計  32,367  27,933 

売上原価      

 完成工事原価  27,208  23,557 

 不動産事業売上原価  2,529  3,401 

売上原価計  29,737  26,959 

売上総利益      

 完成工事総利益  2,172  842 

 不動産事業総利益  457  131 

売上総利益計  2,629  974 

販売費及び一般管理費  1,635  1,441 

営業利益又は営業損失（△）  993  △467 

営業外収益      

受取利息  29  12 

受取配当金  69  511 

その他  29  19 

営業外収益計  128  543 

営業外費用      

支払利息  182  123 

その他  76  28 

営業外費用計  258  151 

経常利益又は経常損失（△）  863  △76 

特別利益      

固定資産売却益  59  50 

貸倒引当金戻入額  109  52 

特別利益計  168  103 

特別損失      

固定資産売却損  21  31 

固定資産除却損  3  1 

投資有価証券評価損  105  30 

賠償損失引当金繰入額  115 683 

その他  0  ― 

特別損失計  245  746 

税引前四半期純利益又は税引前
四半期純損失（△）  786  △719 

法人税、住民税及び事業税  △2  21 

法人税等調整額  △25  △23 

法人税等合計  △27  △2 

四半期純利益又は四半期純損失
（△） 

 814  △717 
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（２）個別業績予想及び四半期個別受注の概況  

①平成23年12月期の個別業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  

②平成23年12月期の個別受注高（平成23年１月１日～平成23年12月31日）  

    個別受注実績  

     （注）１ 受注高は、当該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  

  

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

     （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率  

  

    個別受注予想  

  

（注）本日、通期業績予想を変更しております。 

           （％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 55,000 △15.5 △900 － △700 － △1,500 － △33.38

  受 注 高  

23年12月期第２四半期  19,785百万円 △24.8％ 

22年12月期第２四半期  26,318 △23.9 

区    分 
平成22年12月期 

第２四半期 

平成23年12月期 

第２四半期 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 1,274 (  4.9％) 2,783 ( 14.1％) 1,508 118.4

民間 16,610 ( 63.1  ) 10,262 ( 51.8  ) △6,347 △38.2

計 17,885 ( 68.0  ) 13,046 ( 65.9  ) △4,839 △27.1

土 

木 

官公庁 5,854 ( 22.2  ) 4,259 ( 21.5  ) △1,594 △27.2

民間 2,197 (  8.3  ) 1,834 (  9.3  ) △363 △16.5

計 8,051 ( 30.5  ) 6,093 ( 30.8  ) △1,957 △24.3

合 

計 

官公庁 7,128 ( 27.1  ) 7,042 ( 35.6  ) △86 △1.2

民間 18,808 ( 71.4  ) 12,097 ( 61.1  ) △6,711 △35.7

計 25,936 ( 98.5  ) 19,139 ( 96.7  ) △6,797 △26.2

不 動 産 事 業 381 (  1.5  ) 645 (  3.3  ) 264 69.2

合    計 26,318 (100    ) 19,785 (100    ) △6,533 △24.8

  受 注 高  

23年12月期予想  47,000百万円 △11.3％ 

22年12月期実績  52,983 △19.2 
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