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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 1,944 △18.3 △194 ― △210 ― △180 ―

20年3月期第1四半期 2,380 4.3 △161 ― △178 ― 15 △39.6

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 △22.82 ―

20年3月期第1四半期 1.92 ―

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 16,828 2,747 16.3 348.09
20年3月期 17,150 2,891 16.9 366.30

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,747百万円 20年3月期  2,891百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 6,134 △6.7 124 ― 98 68.1 67 △44.2 8.52
通期 13,260 4.5 463 ― 408 ― 371 ― 47.00

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）  有  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください  

(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  無  

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください  

(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．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後の様々な要因の
変化により実際の業績とは異なる可能性があります。 
2．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。 

新規 1 社 （社名 マクロホーム株式会社 ） 除外 1 社 （社名 マクロホーム株式会社 ）

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 7,930,383株 20年3月期 7,930,383株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 36,250株 20年3月期 36,250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 7,894,133株 20年3月期第1四半期 7,895,483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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安、原油

価格高騰による物価上昇などによる先行き不安感から個人消費の低迷が懸念される中、住宅建築業界においても、

新設住宅着工戸数が289千戸（対前年同期比11.0％減）、うち持家については6.7％減の84千戸と前年を大幅に割り

込むという厳しいスタートとなりました。 

このような厳しい事業環境の中、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高1,944百万円、営業損失194

百万円、経常損失210百万円、四半期純損失180百万円となりました。 

なお、当社グループにおける各事業の業績は、第２四半期連結会計期間および第４四半期連結会計期間にその割

合が大きくなる傾向にあるため、第１四半期連結会計期間における第２四半期連結会計期間並びに第４四半期連結

会計期間に対する比率は例年低調に推移する傾向にあります。 

   事業の種類別の経営成績は下記の通りです。 

 （住宅事業） 

   住宅建築請負を行う「住宅事業」については、北海道での住宅展示場（札幌5ヶ所、旭川市、帯広市）へのモデル

ハウス出展を中心に、環境に配慮した高性能、高品質をアピールした営業を行うとともに業務の効率化、経費の削

減を実施いたしました。 

また、販売子会社の本州地区の営業拠点における事業規模の見直し、経費削減等の対策を講じ、売上高は715百万

円、営業損失は150百万円となりました。 

 （ＦＰ事業） 

   全国のＦＰグループ工務店向けにウレタン断熱パネル等製品の販売、建築資材の販売を行う「ＦＰ事業」では、

会員工務店に対するきめ細かい情報提供、工場見学の継続実施等による顧客サポートなどの営業を行うとともに業

務合理化と経費削減等を行った結果、売上高は1,221百万円、営業利益は166百万円となりました。なお、当第１四

半期連結会計期間末のＦＰグループ会員数は437社（前期末比7社減）となりました。 

 （南あいの里事業） 

   札幌市南あいの里土地区画整理組合から委託を受け実施している「南あいの里事業」について、宅地造成工事に

ついての進捗率は全体の59.91％となっております。 

   当第１四半期連結会計期間において、宅地造成工事については、完成引渡しがないため、売上高はありません。 

 また、同区画整理組合に対する事業資金の融資は3,445百万円となっております。 

 （その他事業） 

   当社の製品販売先であるＦＰグループ工務店の営業サポートの一環として、顧客向け住宅ローンの取扱い代理、

ＦＰグループ工務店向けに建築物件にかかる出来高完成保証サービス等の金融関連業務について、当第１四半期連

結会計期間において着実に取扱高は増加してきておりますが、売上高は8百万円、営業損失は1百万円となりました。 

 

－ 2 －



 
松本建工㈱（1779） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 

 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて322百万円減少し、16,828百万円となりま

した。その増減の主なものは、仕掛品の増加326百万円、現金及び預金の減少（488百万円）、有形固定資産の減少

（98百万円）、投資その他の資産の減少（85百万円）等であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて178百万円減少し、14,080百万円となりました。その増減の主なものは、

その他流動負債の増加85百万円、支払手形、工事未払金及び買掛金の減少（48百万円）、長期・短期合わせて借入

金の減少（113百万円）、社債の減少（62百万円）等であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて143百万円減少し、2,747百万円となりました。その減少の主なものは、

利益剰余金の減少（180百万円）等であります。 

②キャッシュフロ－の状況 

   当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により289百万円の減少、投資活動により69百万円

の減少、財務活動により134百万円の減少となり、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、

647百万円となりました。 

   当第１四半期連結会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） 

   営業活動により使用した資金は、289百万円となりました。これは、売上債権の減少248百万円があったものの税

金等調整前四半期純損失が173百万円計上されたこと及び棚卸資産の増加337百万円となったことなどによるもので

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、69百万円となりました。これは、短期貸付金の増加156百万円などによるもので

す。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動より使用した資金は、134百万円となりました。これは借入金の返済による支出141百万円、社債の償還

による支出62百万円などの支払いがあったことによるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間までの業績はほぼ予定通り推移しており、平成20年５月23日付の「平成20年３月期 

決算短信」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。 
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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） 

    前連結会計年度末において当社の連結子会社であったマクロホーム㈱は平成20年６月30日をもって清算し、連

結の範囲から除外しております。また、新たに同会社にて営業していた愛知、大阪、滋賀の３事業所を「ＦＰの

家」専門の販売子会社として事業を展開するために平成20年４月３日付にて同じ商号を使用してマクロホーム㈱

を設立しており、当第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。 

(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 

 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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響はありません。 

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によってお

ります。 

  なお、リース取引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。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失に与える影響もありません。 

④ 当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行

い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は1,088

千円増加しております。 

  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：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  

  現金及び預金 673,816 1,161,888 

  受取手形及び売掛金 1,096,666 1,137,052 

  商品 1,355,525 1,306,925 

  製品 81,985 64,296 

  原材料 299,805 314,617 

  仕掛品 833,228 506,905 

  短期貸付金 3,889,326 3,829,102 

  その他 561,965 589,369 

  貸倒引当金 △402,660 △388,061 

  流動資産合計 8,389,660 8,522,097 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 4,678,702 4,678,016 

    減価償却累計額 △2,719,051 △2,680,394 

    建物及び構築物(純額) 1,959,651 1,997,621 

   機械装置及び運搬具 2,546,602 2,545,049 

    減価償却累計額 △2,272,906 △2,255,307 

    機械装置及び運搬具(純額) 273,696 289,741 

   土地 3,665,372 3,705,602 

   建設仮勘定 2,354 1,816 

   その他 331,263 333,149 

    減価償却累計額 △250,875 △247,977 

    その他(純額) 80,387 85,172 

   有形固定資産合計 5,981,462 6,079,954 

  無形固定資産 333,411 335,908 

  投資その他の資産 2,090,339 2,175,608 

  固定資産合計 8,405,213 8,591,471 

 繰延資産 33,594 36,955 

 資産合計 16,828,469 17,150,523 
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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） 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,473,795 1,521,883 

  短期借入金 5,929,953 5,933,627 

  未払法人税等 8,287 36,433 

  賞与引当金 56,332 3,898 

  完成工事補償引当金 20,548 24,117 

  その他 2,267,681 2,182,129 

  流動負債合計 9,756,598 9,702,089 

 固定負債  

  社債 1,807,500 1,870,000 

  長期借入金 917,150 1,027,400 

  預り保証金 1,098,726 1,208,152 

  退職給付引当金 69,449 67,655 

  役員退職慰労引当金 271,700 306,470 

  その他 159,468 77,161 

  固定負債合計 4,323,994 4,556,839 

 負債合計 14,080,592 14,258,929 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,063,542 1,063,542 

  資本剰余金 1,253,785 1,253,785 

  利益剰余金 337,876 518,015 

  自己株式 △16,835 △16,835 

  株主資本合計 2,638,370 2,818,508 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 124,837 114,338 

  繰延ヘッジ損益 △11,650 △37,416 

 為替換算調整勘定 △3,680 △3,837 

  評価・換算差額等合計 109,506 73,084 

 純資産合計 2,747,876 2,891,593 

負債純資産合計 16,828,469 17,150,523 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
 

（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） 

売上高 1,944,818

売上原価 1,429,186

 売上総利益 515,631

販売費及び一般管理費 710,622

 営業損失(△) △194,991

営業外収益 

 受取利息及び配当金 30,109

 受取地代家賃 17,993

 雑収入 24,397

 営業外収益合計 72,500

営業外費用 

 支払利息 50,077

 雑損失 38,078

 営業外費用合計 88,156

 経常損失(△) △210,646

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 7,907

 役員退職慰労引当金戻入額 38,130

 特別利益合計 46,037

特別損失 

 固定資産除却損 9,073

 特別損失合計 9,073

 税金等調整前四半期純損失(△) △173,682

 法人税、住民税及び事業税 6,478

 法人税等調整額 △22

 法人税等合計 6,456

 四半期純損失(△) △180,138
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(3) 【四半期キャッシュ・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損失(△) △173,682

 減価償却費 67,297

 引当金の増減額 △27,435

 支払利息 50,077

 社債発行費償却 1,517

 固定資産除売却損益 △9,073

 売上債権の増減額 248,507

 棚卸資産の増減額 △337,234

 仕入債務の増減額 △49,721

 未収入金の増減額 27,618

 預り保証金の増減額 △32,900

 人件費債務の増減額 △3,130

 未払消費税等の増減額 △44,202

 その他 44,756

 小計 △237,602

 利息及び配当金の受取額 29,084

 利息の支払額 △46,117

 法人税等の支払額 △34,625

 営業活動によるキャッシュ・フロー △289,261

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 △5,150

 固定資産の取得による支出 △11,197

 保険積立金解約による収入 109,536

 短期貸付金の増減額 △156,559

 長期貸付による支出 △15,110

 長期貸付金の回収による収入 9,213

 その他の支出 △9,179

 その他の収入 8,972

 投資活動によるキャッシュ・フロー △69,474
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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 

 短期借入金の増減額 69,626

 長期借入による収入 1

 長期借入金の返済による支出 △141,550

 社債の償還による支出 △62,500

 親会社による配当金の支払額 △121

 財務活動によるキャッシュ・フロー △134,544

現金及び現金同等物に係る換算差額 56

現金及び現金同等物の増減額 △493,222

現金及び現金同等物の期首残高 1,140,838

現金及び現金同等物の期末残高 647,616

 

 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 

 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） 

 当社グループは、前連結会計年度において1,007百万円の純損失を計上し、当第１四半期連結会計期間に180百万円

の四半期純損失を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。これに対処する為、当社グループは当第１四

半期連結会計期間に以下の項目を実施しました。 

① 固定費の削減の継続 

② 人員削減、給与圧縮等の経費の削減の継続 

③ 新３ケ年事業計画の達成へ向けた進捗管理 

④ 各事業における業務合理化と資産の効率化 

 これを踏まえて、当社グループは、短期借入金の継続を前提として各事業の業務合理化、資産及び資金の効率化を

進めることにより、長期借入金及び社債の返済が可能になると考えております。併せて、当社グループは長期資金の

融資依頼を継続して金融機関に行なっており、上記対策を含めて金融機関の理解を得られるものと考えております。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。 
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(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）           （単位：千円） 

 住宅事業 ＦＰ事業
南あいの里
事業 

その他事業 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 715,364 1,221,063 － 8,390 1,944,818 － 1,944,818

(2)セグメント間の内部売上高
(2)又は振替高 

－ 2,735 － 17,625 20,360 (20,360) －

計 715,364 1,223,798 － 26,016 1,965,179 (20,360) 1,944,818

営業利益又は 
営業損失（△） 

(150,042) 166,582 － (1,019) 15,519 (210,510) (194,991)

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は製品の市場及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 主要な事業の内容 

住宅事業 
ＦＰ工法住宅等建築の請負、ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売、増
改築の請負、不動産の売買及び仲介 

ＦＰ事業 ウレタン断熱パネル等製品及び建築資材の販売 

南あいの里事業 
札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業について
の業務代行者として、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地の買取 

その他事業 住宅ローンの事務代行及び管理業務、販売促進ツール等の販売の業務代行 

    ３．「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3)の④に記載のとおり、当第１四半期結会計期間から、機械及び 

装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

    これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は

「住宅事業」で144千円、「ＦＰ事業」で943千円それぞれ増加しております。 

 

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） 

  当第１四半期結累計期間において、本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超

であるため、所在地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） 

  当第１四半期結累計期間において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

(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） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 
 

（要約）前四半期連結損益計算書       （単位：千円） 

科目 
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） 

 金額 

Ⅰ 売上高 2,380,019

Ⅱ 売上原価 1,752,561

   売上総利益 627,457

Ⅲ 販売費及び一般管理費 788,550

   営業損失(△) △161,092

Ⅳ 営業外収益 75,414

 １ 受取利息及び配当金 32,579

 ２ 受取地代家賃 19,675

 ３ 雑収入 23,160

Ⅴ 営業外費用 92,631

 １ 支払利息 44,930

 ２ 貸倒引当金繰入額 24,154

 ３ 雑支出 23,547

   経常損失(△) △178,309

Ⅵ 特別利益 288,609

 １ 投資有価証券売却益 286,142

 ２ その他 2,467

Ⅶ 特別損失 625

 １ 固定資産売却損 264

 ２ 固定資産除却損 361

   税金等調整前四半期 
   (当期)純利益 

109,674

   法人税、住民税 
   及び事業税 

64,178

   法人税等調整額 30,302

   四半期(当期)純利益 15,192
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 
 

品名 
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） 

ウレタン断熱パネル(㎡) 86,995 

(注) 当社グループでは、生産実績を事業の種類別セグメントごとに定義することが困難であるため、主力製品であ

るウレタン断熱パネルの当社グループ全生産実績を面積(㎡)にて表示しております。 

 

(2) 施工高 

 

期末繰越高 

うち、施工高 期別 区分 
期中売上高
(千円) 受注残高 

(千円) (％) (千円) 

期中 
施工高 
(千円) 

住宅事業 715,364 2,419,868 16.0 386,657 997,790

ＦＰ事業 1,221,063 299,147 － － －

南あいの里事業 － 1,948,406 27.1 527,583 126,069

その他事業 8,390 － － － －

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） 

計 1,944,818 4,667,422 19.6 914,240 1,123,859

(注) １ 期末繰越高の施工高は、未成工事支出金により受注残高の施工高を推定したものであります。 
２ 期中施工高は、(期中売上高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高)に一致しております。 

 

(3) 受注高、売上高及び繰越高 

 

受注高 
期別 区分 

期首繰越高
(千円) 

期中受注高
(千円) 

計 
(千円) 

期中売上高 
(千円) 

期末繰越高
(受注残高)
(千円) 

住宅事業 1,666,591 1,468,642 3,135,233 715,364 2,419,868

ＦＰ事業 175,876 1,344,334 1,520,210 1,221,063 299,147

南あいの里事業 1,948,406 － 1,948,406 － 1,948,406

その他事業 － 8,390 8,390 8,390 －

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） 

計 3,790,873 2,821,367 6,612,241 1,944,818 4,667,422

(注) １ 金額は、すべて販売価格で表示しております。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 前期以前に受注したもので、契約の変更により請負金額に変更のあるものについては、期中受注高にその増

減額を含めております。したがって、期中売上高にも係る増減額が含まれております。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載を省略し

ております。 
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