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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 6,106 ― △468 ― △566 ― △458 ―
20年3月期第1四半期 6,468 26.2 △330 ― △333 ― △169 ―

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

21年3月期第1四半期 △16.82 ―
20年3月期第1四半期 △6.22 ―

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

21年3月期第1四半期 34,520 6,207 17.0 214.74
20年3月期 33,877 6,999 19.6 243.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,856百万円 20年3月期  6,643百万円

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

（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
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 16,500 ― △300 ― △320 ― △250 ― △9.17
通期 41,000 10.6 900 22.2 850 45.3 600 191.5 22.00

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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他（２）をご覧ください。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他(３)をご覧ください。  

(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 
１．連結業績予想については、現時点で見直した結果、第２四半期連結累計期間及び通期ともに、平成20年５月15日の決算発表時に公表した数値から特に変更ありま
せん。 
２．連結業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

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） 21年3月期第1四半期  27,276,701株 20年3月期  27,276,701株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,420株 20年3月期  2,396株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  27,274,297株 20年3月期第1四半期  27,274,421株
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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１四半期におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題の金融市場への影響や、原油高、原材

料高などにより、景気の減速傾向は一層強まる中で推移しました。

　当社グループが属する建設関連業界におきましても、公共投資の減少傾向が継続する中で、住宅投資の減少、熾烈

な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、設計業務の長期化など、引き続き厳しい状況に終始しました。

　このような状況のもと、当社グループは営業情報の共有と有効活用により受注の拡大を図る一方、原価管理に重点

を置き、施工効率の向上や徹底した原価低減施策を実施することにより、作業効率の向上に努めてまいりました。

　その結果、当第１四半期の業績は、売上高が6,106百万円、営業損失が468百万円、経常損失が566百万円、四半期純

損失が458百万円となりました。

　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として上半期に比べ下半期に、特に第４四半期に完成する業務・工事

の割合が大きいため、連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動があります。

　当連結会計年度の第１四半期売上高の中間期、通期業績予想に占める割合はそれぞれ37.0％、14.9％と低いものの

概ね予定通りに進捗しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計年度末の総資産の残高は、売上債権の回収により受取手形・完成業務未収入金・完成工事未

収入金等が減少しましたが、未成業務支出金及び未成工事支出金や長期貸付金の増加により、前連結会計年度末に比

べ643百万円増加の34,520百万円となりました。

　負債の残高は、支払手形・業務未払金及び工事未払金等は減少しましたが、未成業務受入金及び未成工事受入金等

の増加により、前連結会計年度末に比べ1,434百万円増加の28,312百万円となりました。

　純資産の残高は、当四半期純損失の計上と配当金の支払いにより、前連結会計年度末に比べ791百万円減少の6,207

百万円となりました。なお、自己資本比率は、17.0%であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は778百万円となりました。当第1四半期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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は964百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失582百万円を計上しま

したが、売上債権の回収が順調に進んだことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は1,560百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得と貸付けによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は9百万円となりました。これは主に配当金の支払等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月15日に公表いたしました業績予想につきましては、変更はありません。

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）

　該当事項はありません。

㈱塩見ホールディングス　２４１４　平成21年３月期　第１四半期決算短信
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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１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、評価基準

については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益

に与える影響はありません。

③リ－ス取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。　これに伴う影響は軽微であります。

　なお、リース開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

㈱塩見ホールディングス　２４１４　平成21年３月期　第１四半期決算短信
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,103,067 1,690,626

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

6,399,247 8,517,399

未成工事支出金 5,576,688 3,974,815

その他のたな卸資産 1,673,473 862,448

短期貸付金 1,302,853 1,631,248

その他 181,126 524,641

貸倒引当金 △100,327 △170,543

流動資産合計 16,136,128 17,030,637

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,565,845 4,619,280

土地 6,451,408 6,253,238

その他（純額） 1,255,789 1,118,205

有形固定資産計 12,273,044 11,990,723

無形固定資産   

のれん 2,115,542 2,160,005

その他 107,312 112,270

無形固定資産計 2,222,855 2,272,276

投資その他の資産   

長期貸付金 2,975,294 1,575,193

その他 1,418,425 1,391,560

貸倒引当金 △505,123 △383,061

投資その他の資産計 3,888,596 2,583,693

固定資産合計 18,384,495 16,846,693

資産合計 34,520,624 33,877,330

負債の部   

流動負債   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 5,718,612 5,975,330

短期借入金 9,715,854 9,415,426

1年内償還予定の社債 141,000 141,000

未成業務受入金及び未成工事受入金 3,139,018 1,662,514

賞与引当金 10,216 21,465

完成工事補償引当金 39,347 40,494

受注損失引当金 20,694 17,859

その他 2,154,114 2,036,457

流動負債合計 20,938,857 19,310,549

㈱塩見ホールディングス　２４１４　平成21年３月期　第１四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

固定負債   

社債 187,500 198,000

長期借入金 5,220,045 5,269,416

退職給付引当金 275,421 282,722

役員退職慰労引当金 3,600  

負ののれん 1,005,254 1,085,586

その他 682,162 732,048

固定負債合計 7,373,983 7,567,773

負債合計 28,312,840 26,878,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,534,105 2,534,105

資本剰余金 2,514,772 2,514,772

利益剰余金 822,030 1,607,965

自己株式 △947 △941

株主資本合計 5,869,961 6,655,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,690 △16,309

繰延ヘッジ損益 △255 △255

為替換算調整勘定 744 4,421

評価・換算差額等合計 △13,202 △12,142

少数株主持分 351,024 355,249

純資産合計 6,207,783 6,999,008

負債純資産合計 34,520,624 33,877,330

㈱塩見ホールディングス　２４１４　平成21年３月期　第１四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,106,476

売上原価 5,426,078

売上総利益 680,397

販売費及び一般管理費 1,148,835

営業利益 △468,438

営業外収益  

受取利息 28,169

負ののれん償却額 80,331

その他 32,553

営業外収益合計 141,054

営業外費用  

支払利息 127,476

貸倒引当金繰入額 56,700

持分法による投資損失 20,686

その他 34,126

営業外費用合計 238,989

経常利益 △566,373

特別利益  

固定資産売却益 1,238

その他 698

特別利益合計 1,936

特別損失  

固定資産除却損 17,295

その他 362

特別損失合計 17,657

税金等調整前四半期純利益 △582,094

法人税、住民税及び事業税 7,236

法人税等調整額 △126,462

法人税等合計 △119,226

少数株主利益 △4,224

四半期純利益 △458,643

㈱塩見ホールディングス　２４１４　平成21年３月期　第１四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 △582,094

減価償却費 144,479

のれん償却額 △35,868

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,846

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,249

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,147

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600

受取利息及び受取配当金 △28,400

支払利息 127,476

固定資産売却損益（△は益） △1,238

固定資産除却損 17,295

持分法による投資損益（△は益） 20,686

売上債権の増減額（△は増加） 2,096,777

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,601,872

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △811,024

仕入債務の増減額（△は減少） △256,778

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

1,476,503

その他 600,867

小計 1,205,392

利息及び配当金の受取額 21,742

利息の支払額 △113,451

法人税等の支払額 △149,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 964,492

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 △19,675

定期預金の払戻による収入 5,400

有形固定資産の取得による支出 △447,616

有形固定資産の売却による収入 1,238

無形固定資産の取得による支出 △1,080

投資有価証券の取得による支出 △360

短期貸付けによる支出 △2,240,566

短期貸付金の回収による収入 2,062,971

長期貸付けによる支出 △983,820

長期貸付金の回収による収入 89,710

その他 △26,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,124
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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） 423,338

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △322,281

社債の償還による支出 △10,500

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △249,906

その他 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △607,031

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 778,458
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高         

(1)外部顧

客に対する

売上高

480,937 4,679,525 767,785 36,680 141,547 6,106,476 － 6,106,476

(2)セグメ

ント間の内

部売上高又

は振替高

4,860 7,905 82,572 43,340 10,808 149,487 (149,487) －

　計 485,798 4,687,431 850,357 80,020 152,356 6,255,963 (149,487) 6,106,476

営業費用 635,091 4,696,651 889,351 13,374 205,127 6,439,597 135,317 6,574,914

営業利益又

は営業損失

(△)

△149,293 △9,220 △38,993 66,645 △52,771 △183,633 (284,804) △468,438

（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

　　　２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計監

理及びコンサルティング等

建設事業

電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、

地下連続壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設工

事等　

建材事業　 コンクリート二次製品、焼却炉、建築資材等の製造販売　

不動産事業　 不動産の賃貸　

その他事業　 老人福祉施設運営事業、産業廃棄物処理事業、他

　　　３．当第１四半期の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、234,672千

円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,468,821

Ⅱ　売上原価 5,695,354

売上総利益 773,466

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,103,633

営業利益 △330,166

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 7,085

２．のれん償却額　 107,920

３．その他　 45,897

営業外収益合計 160,903

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 99,808

２．支払手数料　 17,707

３．貸倒引当金繰入額　 3,207

４．持分法投資損失　 5,861

５．その他　 37,180

営業外費用合計 163,765

経常利益 △333,028

Ⅵ　特別利益  

１．償却債権取立益 169

２．固定資産売却益 4,344

３．その他　 －

特別利益合計 4,513

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損　 23

２．貸倒引当金繰入額　 34

特別損失合計 57

税金等調整前四半期純利益 △328,573

税金費用 △158,926

四半期純利益 △169,646
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益 △328,573

減価償却費　 160,488

のれん償却額 △51,607

貸倒引当金の増加・減少
(△)額　

1,662

賞与引当金の増加・減少
(△)額　

△35,012

完成工事補償引当金の増
加・減少(△)額　

△82

受注損失引当金の増加・減
少(△)額　

△2,582

退職給付引当金の増加・減
少(△)額　

△25,458

受取利息及び配当金　 △7,085

支払利息　 99,808

固定資産売却益　 4,344

固定資産売却損　 △23

持分法投資損失　 5,861

売上債権の増加・減少(△)
額　

2,202,757

未成業務・工事支出金の減
少・増加(△)額

△1,874,612

その他たな卸資産の減少・
増加(△)額

△37,596

仕入債務の減少・増加(△)
額

△174,135

未成業務・工事受入金等の
減少・増加(△)額

1,270,409

その他 191,824

小計 1,400,387

利息及び配当金の受領額 4,450

利息の支払額　 △76,718

法人税等の支払額 △32,843

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,295,275
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △17,877

定期預金の払戻による収入
　

31,325

投資有価証券の取得による
支出　

△473

投資有価証券の売却による
支出　

8,000

有形固定資産の取得による
支出　

△1,036,407

有形固定資産の売却による
収入

9,921

無形固定資産の取得による
支出　

△11,538

無形固定資産の売却による
支出　

18

短期貸付けによる支出　 △692,286

短期貸付金の回収による収
入　

371,588

長期貸付けによる支出　 △254,107

短期貸付の回収による収入
　

521,284

新規連結子会社の取得によ
る支出　

△4,035

関係会社出資による支出　 △15,000

その他 △1,587

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,091,175
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金純収入・支出
(△)額

694,010

長期借入れによる収入　 440,000

長期借入金の返済による支
出　

△252,618

社債の発行による収入　 200,000

社債の償還による支出　 △10,500

自己株式の取得による支出
　

△41

配当金の支払額　 △196,996

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

873,853

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△57

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

1,077,896

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,287,241

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

3,365,137
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 630,379 4,778,533 926,753 55,009 164,409 6,555,085 (86,264) 6,468,821

営業費用 709,394 4,891,825 949,023 30,033 205,588 6,785,863 13,124 6,798,988

営業利益 △79,014 △113,291 △22,269 24,976 △41,178 △230,778 (99,388) △330,166

（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

　　　２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計監

理及びコンサルティング等

建設事業

電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、

地下連続壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設工

事等　

建材事業　 コンクリート二次製品、焼却炉、建築資材等の製造販売　

不動産事業　 不動産の賃貸　

その他事業　 老人福祉施設運営事業、産業廃棄物処理事業、他

　　　３．前第１四半期の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、163,285千

円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６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。
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（４）受注及び販売の状況

a．受注高

事業の種類別
セグメントの名称

当第１四半期連結
会計期間

（自　平成20年４月１
日　至　平成20年６月

30日）

前第１四半期連結
会計期間

（自　平成19年４月１
日　至　平成19年６月

30日）

比較増減

受注高（千円） 受注高（千円） 増減高（千円） 前年同期比（％）

設計事業 1,281,727 1,273,673 8,054 100.6

建設事業 7,832,217 8,660,134 △827,917 90.4

建材事業 543,063 1,169,778 △626,714 46.4

不動産事業 － － － －

その他事業 － － － －

合計 9,657,008 11,103,586 △1,446,577 87.0

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は契約価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．不動産事業及びその他事業につきましては、受注実績を定義することが困難であるため記載しておりま

せん。

b．受注残高

業務別

当第１四半期連結
会計期間

（自　平成20年４月１
日　至　平成20年６月

30日）

前第１四半期連結
会計期間

（自　平成19年４月１
日　至　平成19年６月

30日）

比較増減

受注残高（千円） 受注残高（千円） 増減高（千円） 前期比（％）

設計事業 2,129,371 1,534,548 594,823 138.8

建設事業 17,862,022 17,376,429 485,593 102.8

建材事業 402,870 686,971 △284,100 58.6

不動産事業 － － － －

その他事業 － － － －

合計 20,394,265 19,597,949 796,315 104.1

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は契約価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．不動産事業及びその他事業につきましては、受注実績を定義することが困難であるため記載しておりま

せん。
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c．売上高

業務別

当第１四半期連結
会計期間

（自　平成20年４月１
日　至　平成20年６月

30日）

前第１四半期連結
会計期間

（自　平成19年４月１
日　至　平成19年６月

30日）

比較増減

売上高（千円） 売上高（千円） 増減高（千円） 前期比（％）

設計事業 480,937 625,359 △144,422 76.9

建設事業 4,679,525 4,770,099 △90,574 98.1

建材事業 767,785 874,510 △106,724 87.8

不動産事業 36,680 37,044 △364 99.0

その他事業 141,547 161,806 △20,258 87.5

合計 6,106,476 6,468,821 △362,344 94.4

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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