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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 39,468 ― 2,988 ― 2,910 ― 1,260 ―

20年3月期第2四半期 35,702 △1.6 1,194 22.5 1,017 △15.2 479 △47.7

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2四半期 28.94 ―

20年3月期第2四半期 10.79 ―

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2四半期 104,160 24,607 23.5 564.63
20年3月期 90,220 24,092 26.6 544.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  24,527百万円 20年3月期  24,013百万円

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 ― 5.50 ― 7.50 13.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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 104,000 33.6 6,000 48.2 5,500 48.0 2,600 15.6 59.68

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  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（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．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、発表日現在おいて入手可能な情報に基づいて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。 
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。なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平
成20年６月30日まで）から、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項
第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  44,607,457株 20年3月期  44,607,457株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,168,265株 20年3月期  531,537株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  43,562,129株 20年3月期第2四半期  44,460,600株



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２四半期連結累計期間における我が国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危

機や原油・原材料価格の高騰により企業収益が悪化し設備投資意欲が減退したことに加え、所得の伸

び悩みや物価高により個人消費が低迷するなど、景気の後退色が一段と鮮明になりました。

　建設業界におきましても、景気後退による民間設備投資の減少や不動産市況の悪化の影響など、市

場全体として厳しさを増す状況となりました。

　このような状況の中、当社グループは政策や景気動向等に左右されることのない強固な経営基盤を

築くべく差別化戦略、すなわち「お客様の持つ理念の実現に建設の専門家として貢献すること」を徹

底的に遂行し、事業展開を図ってまいりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。

売上高 39,468百万円 （前年同四半期比  10.5%増）

売上総利益 7,227百万円 （前年同四半期比  43.6%増）

営業利益 2,988百万円 （前年同四半期比 150.2%増）

経常利益 2,910百万円 （前年同四半期比 186.0%増）

四半期純利益 1,260百万円 （前年同四半期比 162.7%増）

　　※前年同四半期増減率は参考として記載しております。

 

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総資産の残高は、現金預金及び売上債権の増加等により、前連結会

計年度末に比べ13,939百万円増加の104,160百万円となりました。

　負債の残高は、借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ13,425百万円増加の79,553百万円

となりました。

　純資産の残高は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比

べ514百万円増加の24,607百万円となりました。

 

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は15,385百万

円となりました。当第２四半期連結累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2,974百万円となりました。これは、主に工事の進捗に伴う売上債

権の増加と未成工事支出金を主な要因とするたな卸資産の増加によるものであります。

 （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108百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による

ものであります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は9,564百万円となりました。これは、主に工事の進捗に伴う運転資

金需要の増加に対応するため、短期借入金を中心に資金調達を行ったことによるものであります。

　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月13日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更ございません。
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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）

　　該当事項はありません。

なお、下記連結の範囲の異動がありましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第７

項に規定する特定子会社には該当いたしません。

新規１社　(株)ピタリフォーム

　第１四半期連結会計期間において、当社グループは、耐震事業の一環として、木質系戸建住宅

を対象とした耐震補強サービスの専門会社（㈱ピタリフォーム、当社100％出資子会社）を設立い

たしました。これに伴い、当社の関係会社は、子会社が１社増加しております。

　これは、東海・東南海地震や首都圏直下型地震などの大地震に備えた既存建物の耐震化が国の

緊急課題となっているなか、当社地震工学技術研究所の研究成果である耐震技術を背景にしたコ

ンサルティング、調査、診断、設計、施工など一連の耐震補強サービスを特に耐震化の遅れてい

る木質系戸建住宅に広く提供することで、当社グループが推進する耐震事業の目的である「地震

に対する高度かつ高品質の安全」をより幅広く実現しようとするものであります。

　この結果、平成20年９月30日現在では、当社グループは、当社及び子会社８社の計９社により

構成されております。

　

事業の系統図は次のとおりであります。

（その他の関係会社）

　　　名古屋鉄道(株)

 当 　　           社

（連結子会社） ヤハギ緑化(株) （連結子会社） 矢作地所(株)

ヤハギ道路(株) 矢作葵ビル(株)

矢作葵ビル(株) (株)テクノサポート

(株)ピタコラム 南信高森開発(株)

(株)ピタリフォーム

建設事業 不動産事業等

不
動
産
賃
貸
等
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貸

 
工
事
施
工
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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

　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

　（会計処理方法の変更）

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。なお、

第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「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20年８月７日　

内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

２.たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、当第２四半

期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が、564百万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。

　（追加情報）

　　有形固定資産の耐用年数の変更

　 平成20年度の法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく

耐用年数に変更しております。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。また、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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 15,801 9,220

受取手形・完成工事未収入金等 24,107 20,129

未成工事支出金 7,243 4,444

販売用不動産 33,498 30,096

不動産信託受益権 － 3,200

商品及び製品 60 55

材料貯蔵品 473 225

繰延税金資産 1,162 995

その他 1,764 1,171

貸倒引当金 △30 △20

流動資産合計 84,081 69,519

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 12,140 12,090

機械、運搬具及び工具器具備品 2,134 2,091

土地 9,417 9,424

減価償却累計額 △9,284 △9,069

有形固定資産計 14,407 14,537

無形固定資産 206 202

投資その他の資産   

投資有価証券 2,814 3,177

繰延税金資産 595 616

その他 2,558 2,618

貸倒引当金 △504 △451

投資その他の資産計 5,464 5,961

固定資産合計 20,078 20,701

資産合計 104,160 90,220



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,583 18,218

短期借入金 39,733 25,433

未払法人税等 979 1,308

未成工事受入金 4,313 1,208

完成工事補償引当金 115 93

工事損失引当金 19 28

役員賞与引当金 36 82

その他 1,816 2,732

流動負債合計 66,596 49,105

固定負債   

社債 2,200 2,200

長期借入金 3,960 8,026

退職給付引当金 1,909 1,943

役員退職慰労引当金 414 431

再評価に係る繰延税金負債 64 64

長期預り金 4,321 4,270

その他 88 87

固定負債合計 12,956 17,022

負債合計 79,553 66,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 16,939 16,009

自己株式 △557 △218

株主資本合計 30,434 29,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 485 562

土地再評価差額金 △6,393 △6,393

評価・換算差額等合計 △5,907 △5,830

少数株主持分 80 79

純資産合計 24,607 24,092

負債純資産合計 104,160 90,220



（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）

当第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) 

売上高  

完成工事高 33,845

兼業事業売上高 5,622

売上高合計 39,468

売上原価  

完成工事原価 28,109

兼業事業売上原価 4,131

売上原価合計 32,240

売上総利益  

完成工事総利益 5,736

兼業事業総利益 1,490

売上総利益合計 7,227

販売費及び一般管理費 4,239

営業利益 2,988

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 183

その他 58

営業外収益合計 250

営業外費用  

支払利息 300

その他 27

営業外費用合計 328

経常利益 2,910

特別利益  

貸倒引当金戻入額 20

その他 6

特別利益合計 27

特別損失  

販売用不動産評価損 564

その他 221

特別損失合計 786

税金等調整前四半期純利益 2,151

法人税、住民税及び事業税 982

法人税等調整額 △92

法人税等合計 890

少数株主利益 0

四半期純利益 1,260



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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 2,151

減価償却費 228

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62

受取利息及び受取配当金 △191

支払利息 300

販売用不動産評価損 564

売上債権の増減額（△は増加） △3,978

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,818

仕入債務の増減額（△は減少） 1,364

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,105

その他 △1,331

小計 △1,540

利息及び配当金の受取額 165

利息の支払額 △336

法人税等の支払額 △1,263

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,974

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 △161

投資有価証券の償還による収入 150

その他 △97

投資活動によるキャッシュ・フロー △108

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 16,850

短期借入金の返済による支出 △5,875

長期借入れによる収入 2,600

長期借入金の返済による支出 △3,341

自己株式の取得による支出 △339

配当金の支払額 △330

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,481

現金及び現金同等物の期首残高 8,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,385



　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。なお、第１四半期連結

会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「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20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第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）

建設事業
（百万円）

不動産事業
等

（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 33,845 5,622 39,468 － 39,468

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,772 950 5,723 (5,723) －

計 38,618 6,572 45,191 (5,723) 39,468

営業利益 2,787 417 3,204 (216) 2,988

　（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

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他

　　　　２．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　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」２．に記

載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）を適用しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響はありません。

　　　　３．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更

しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　

〔所在地別セグメント情報〕

　　当第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）

　　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載をしておりません。

〔海外売上高〕

　　当第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）

　　海外売上高がないため、記載をしておりません。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
  　至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 31,513

兼業事業売上高 4,188

売上高計 35,702 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 27,406

兼業事業売上原価 3,263

売上原価計 30,669 85.9

売上総利益

完成工事総利益 4,107

兼業事業総利益 925

売上総利益計 5,033 14.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,838 10.8

営業利益 1,194 3.3

Ⅳ　営業外収益

受取利息 7

受取配当金 34

匿名組合利益 2

その他 35

営業外収益計 80 0.2

Ⅴ　営業外費用

支払利息 248

その他 7

営業外費用計 256 0.7

経常利益 1,017 2.8

Ⅵ　特別利益

　　　その他 13

特別利益計 13 0.0

Ⅶ　特別損失

関係会社整理損 15

関係会社整理損失引当金繰入額 118

その他 18

特別損失計 152 0.4

税金等調整前中間純利益 878 2.4

法人税、住民税及び事業税 613

法人税等調整額 △215 397 1.1

少数株主利益 1 0.0

中間純利益 479 1.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 878

減価償却費 247

貸倒引当金の増減額（減少：△） △76

退職給付引当金の増減額（減少：△） 1

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △31

関係会社整理損失引当金の増減額（減少：△） 118

受取利息及び受取配当金 △42

匿名組合利益 △2

支払利息 248

有形固定資産除却損 1

関係会社整理損 15

売上債権の増減額（増加：△） 1,794

たな卸資産の増減額（増加：△） △4,420

その他流動資産の増減額（増加：△） 28

仕入債務の増減額（減少：△） △3,798

未成工事受入金の増減額（減少：△） △39

未払消費税等の増減額（減少：△） △182

その他流動負債の増減額（減少：△） △214

その他固定負債の増減額（減少：△） △6

未払事業税の増減額（減少：△） △40

小計 △5,521

利息及び配当金の受取額 42

匿名組合の分配金受取額 13

利息の支払額 △261

法人税等の支払額 △537

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,264

Ⅱ　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 △53

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の償還による収入 37

少数株主からの子会社株式取得による支出 △2

投資その他の資産の取得による支出 △2

貸付金の回収による収入 0

差入保証金の差入による支出 △1

差入保証金の返還による収入 38

投資活動によるキャッシュ・フロー 15

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 8,830

短期借入金の返済による支出 △4,225

長期借入れによる収入 2,570

長期借入金の返済による支出 △2,066

自己株式の取得・売却による純増減額（増加：△） △4

配当金の支払額 △266

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,837

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,411

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 12,961

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 11,549
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

建設事業
（百万円）

不動産事業
等

（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 31,513 4,188 35,702 － 35,702

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,377 887 4,264 (4,264) －

計 34,891 5,076 39,967 (4,264) 35,702

営業費用 33,695 4,843 38,539 (4,031) 34,508

営業利益 1,195 232 1,427 (233) 1,194

〔所在地別セグメント情報〕

　　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　　在外連結子会社がないため、記載をしておりません。

〔海外売上高〕

　　前中間連結期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　　海外売上高がないため、記載をしておりません。
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「参考」

（１）アクルーアル・ベース連結損益計算書

　100％工事進行基準（アクルーアル・ベース）を適用した場合の連結損益計算書は次のとおりです。

　（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

当第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）

比較増減

区分 金額
百分比

（％）
金額

百分比

（％）
金額

増減率

(％)

売上高 36,494 100.0 42,471 100.0 5,977 16.4

完成工事高 32,305 36,849

兼業事業売上高 4,188  5,622    

売上原価 31,083 85.2 35,181 82.8 4,097 13.2

完成工事原価 27,820 31,050

兼業事業売上原価 3,263  4,131    

売上総利益 5,410 14.8 7,290 17.2 1,879 34.7

完成工事総利益 4,485 5,799

兼業事業総利益 925  1,490    

販売費及び一般管理費 3,838 10.5 4,239 10.0 400 10.4

営業利益 1,572 4.3 3,051 7.2 1,479 94.1

営業外収益 80 0.2 250 0.6 170 212.4

営業外費用 256 0.7 328 0.8 71 27.9

経常利益 1,395 3.8 2,973 7.0 1,577 113.1

特別利益 13 0.0 27 0.1 14 109.8

特別損失 152 0.4 786 1.9 634 417.2

税金等調整前四半期純利益 1,256 3.4 2,214 5.2 958 76.3

法人税、住民税及び事業税 745  964  218 29.3

法人税等調整額等 △195  △48  146 －

少数株主利益 1  0  △0 △44.6

四半期純利益 704 1.9 1,298 3.1 593 84.3

(注)このアクルーアル・ベース連結損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。な

お、前第２四半期連結累計期間については、当期の会計基準に準じて表示しております。
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（２）受注及び販売の状況（連結）

　１.受注高 （単位：百万円）

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日

   至 平成19年９月30日) 

当第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) 
比較増減

建設
事業

土木
官庁 2,411 837 △1,574 △65.3

民間 5,679 5,814 134 2.4

計 8,091 6,651 △1,439 △17.8

建築
官庁 347 0 △347 △100.0

民間 29,646 31,059 1,413 4.8

計 29,993 31,059 1,065 3.6

官庁 2,758 837 △1,921 △69.6

民間 35,326 36,873 1,547 4.4

合計 38,084 37,711 △373 △1.0

　２．売上高 （単位：百万円）

区分
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

当第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)

比較増減

建設
事業

土木
官庁 3,114 1,080 △2,034 △65.3

民間 4,631 6,162 1,530 33.1

計 7,745 7,242 △503 △6.5

建築
官庁 586 0 △586 △100.0

民間 23,181 26,603 3,421 14.8

計 23,768 26,603 2,835 11.9

官庁 3,700 1,080 △2,620 △70.8

民間 27,813 32,765 4,952 17.8

合計 31,513 33,845 2,332 7.4

不動産事業等 4,188 5,622 1,433 34.2

合計 35,702 39,468 3,765 10.5

　３.次期繰越高 （単位：百万円）

区分
前第２四半期連結会計期間末

(平成19年９月30日)
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)
比較増減

建設
事業

土木
官庁 4,124 1,742 △2,382 △57.8

民間 7,788 7,814 25 0.3

計 11,913 9,556 △2,356 △19.8

建築
官庁 19 － △19 △100.0

民間 44,035 45,154 1,118 2.5

計 44,054 45,154 1,099 2.5

官庁 4,143 1,742 △2,401 △58.0

民間 51,823 52,968 1,144 2.2

合計 55,967 54,710 △1,256 △2.2
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