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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 5,542 ― 41 ― 75 ― 12 ―
20年3月期第2四半期 4,527 4.8 54 △72.4 80 △63.6 28 △74.2

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 1.72 ―
20年3月期第2四半期 3.88 ―

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 8,789 3,498 39.8 476.54
20年3月期 10,358 3,555 34.3 484.26

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,498百万円 20年3月期  3,555百万円

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 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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 12,740 3.9 60 △79.9 110 △69.1 50 △65.6 6.81

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・財務諸表等】 ４．その他 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 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 
 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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
(その他特記事項) 
 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。  

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2四半期  7,500,000株 20年3月期  7,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  158,493株 20年3月期  157,799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  7,341,614株 20年3月期第2四半期  7,342,578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経済は、資源高に加え、米国の金融危機と経済減速が世界の金融・経

済に波及するなかで、輸出の鈍化、円高、株安などの進展により企業業績が悪化し、生産と設備投資が減少に転

じ、消費者心理も冷え込むなど、景気の後退感が一段と鮮明になってまいりました。 

 当建設業界におきましては、熾烈な低価格競争が続くなかでの資材価格の高騰や住宅市場の低迷、不動産業界に

おける倒産多発の影響が当業界に及び、更に運輸業界におきましても燃料費の高騰が続くなど、経営環境は依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の下で、当企業グループは、受注の確保に全社を挙げて取り組んでまいりました結果、当第２四

半期連結累計期間の建設事業の受注高は、官公庁受注の落込みを民間受注でカバーし、前年同期比2.4％増の59億64

百万円となり、通期受注計画100億円に対する進捗率は59.6％となりました。 

 売上高につきましては55億42百万円で、通期計画127億40百万円に対する進捗率は43.5％にとどまりましたもの

の、当建設業界では売上高が第４四半期に偏る傾向があり、手持工事高を勘案すると計画の範囲内で推移いたして

おります。 

 次に、利益につきましては、資材価格の高騰に対処するため資材の早期発注の促進、施工方法の見直し等工事原

価の低減策が奏効し、営業利益は41百万円で通期計画60百万円に対する進捗率は68.9％、経常利益は75百万円で通

期計画１億10百万円に対する進捗率は68.2％となりました。売上高の進捗率を勘案すると営業利益及び経常利益に

つきましては、概ね、通期計画どおりに進捗いたしております。 

 なお、四半期純利益につきましては、株価下落に伴う投資有価証券評価損25百万円を計上しました関係で12百万

円となり、通期計画50百万円に対する進捗率は25.2％と、不本意ながら低水準にとどまりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ15億68百万円減少いたしました。そ

の主な要因と内訳は、受取債権の回収進展に伴い受取手形・完成工事未収入金等が９億60百万円減少し、手持工

事の減少に伴い未成工事支出金が６億36百万円減少いたしました。 

 また、負債は、15億11百万円減少し、純資産は、57百万円減少いたしました。負債減少の主な要因と内訳は、

支払債務の支払進展に伴い支払手形・工事未払金等が11億99百万円減少し、手持工事の減少に伴い未成工事受入

金が４億70百万円減少いたしました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下 「資金」 という。）は32億17百万円とな

り、前連結会計年度末より１億51百万円減少いたしました。 

  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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億95百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、回収・支

払の進展に伴い売上債権と仕入債務が各々減少し、手持工事の減少により未成工事支出金等と未成工事受入金

が各々減少し、それらを併せた収支尻は差引71百万円の資金の減少となりましたが、税金等調整前四半期純利

益48百万円に加え、減価償却費18百万円、引当金の増加額41百万円及び法人税等の還付額95百万円等で資金が

増加したためであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億95百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有価証券

の取得による支出２億円、有形固定資産の取得による支出80百万円等で資金が減少したためであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、配当金の支払

額51百万円等で資金が減少したためであります。 

 
売上高 営業利益 

・建設事業 54億19百万円 35百万円 

・運輸事業 １億22百万円 ５百万円 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、概ね計画の範囲内で推移しており、また、利益に

つきましても、営業利益及び経常利益は計画比若干上回っているものの、景気後退による受注面の影響や株価下落

などの不確定要素が多く、平成20年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予想につきましては、現状では据

え置きのままとさせて頂きます。 

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。 

（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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法を採用しております。 

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。 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

たな卸資産については、従来、個別法又は総平均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、個別法又は総平均法による原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。 



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 3,233,820 3,379,353

受取手形・完成工事未収入金等 1,594,972 2,555,923

有価証券 200,040 －

未成工事支出金 2,267,534 2,904,482

不動産事業支出金 934 934

材料貯蔵品 2,458 3,351

繰延税金資産 69,189 41,380

その他 28,712 120,625

貸倒引当金 △36,260 △36,260

流動資産合計 7,361,402 8,969,793

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 428,850 419,965

機械、運搬具及び工具器具備品 220,835 183,015

土地 716,707 670,398

減価償却累計額 △462,041 △445,124

有形固定資産計 904,352 828,255

無形固定資産 9,698 11,107

投資その他の資産   

投資有価証券 335,571 382,959

会員権 94,700 95,250

繰延税金資産 110,192 97,622

その他 42,029 41,501

貸倒引当金 △68,750 △68,300

投資その他の資産計 513,743 549,033

固定資産合計 1,427,793 1,388,396

資産合計 8,789,196 10,358,190

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,590,754 3,790,569

未払法人税等 64,173 15,008

未成工事受入金 2,122,129 2,593,087

完成工事補償引当金 10,000 9,000

工事損失引当金 35,200 7,700

賞与引当金 50,200 38,600

その他 118,319 50,111

流動負債合計 4,990,777 6,504,076



（単位：千円）

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) 

固定負債   

退職給付引当金 178,579 177,019

役員退職慰労引当金 84,916 85,201

長期預り保証金 36,379 36,339

固定負債合計 299,875 298,560

負債合計 5,290,652 6,802,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,289,864 2,328,663

自己株式 △46,217 △46,040

株主資本合計 3,439,271 3,478,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,272 77,305

評価・換算差額等合計 59,272 77,305

純資産合計 3,498,543 3,555,553

負債純資産合計 8,789,196 10,358,190



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 5,542,383

売上原価 5,259,675

売上総利益 282,707

販売費及び一般管理費 241,361

営業利益 41,346

営業外収益  

受取利息 4,041

受取配当金 5,355

受取賃貸料 25,877

その他 6,127

営業外収益合計 41,401

営業外費用  

賃貸費用 7,728

営業外費用合計 7,728

経常利益 75,019

特別損失  

投資有価証券評価損 25,737

会員権評価損 300

貸倒引当金繰入額 450

特別損失合計 26,487

税金等調整前四半期純利益 48,531

法人税、住民税及び事業税 63,981

法人税等調整額 △28,046

法人税等合計 35,935

四半期純利益 12,595



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,930,635

売上原価 2,800,363

売上総利益 130,272

販売費及び一般管理費 116,765

営業利益 13,507

営業外収益  

受取利息 2,578

受取配当金 892

受取賃貸料 12,962

その他 4,577

営業外収益合計 21,011

営業外費用  

賃貸費用 5,095

営業外費用合計 5,095

経常利益 29,423

特別損失  

投資有価証券評価損 25,737

会員権評価損 300

貸倒引当金繰入額 50

特別損失合計 26,087

税金等調整前四半期純利益 3,335

法人税、住民税及び事業税 52,859

法人税等調整額 △37,408

法人税等合計 15,450

四半期純損失（△） △12,115



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 48,531

減価償却費 18,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） 450

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 27,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △285

受取利息及び受取配当金 △9,396

売上債権の増減額（△は増加） 960,951

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 637,840

仕入債務の増減額（△は減少） △1,199,814

未成工事受入金の増減額（△は減少） △470,957

その他 81,669

小計 108,991

利息及び配当金の受取額 8,825

法人税等の支払額 △17,973

法人税等の還付額 95,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,180

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △200,200

有形固定資産の取得による支出 △80,107

投資有価証券の取得による支出 △8,714

その他 △6,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,294

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △51,241

自己株式の取得による支出 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,419

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,533

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,353

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,217,820



（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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20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） 

 （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 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．会計処理基準等の変更 

当企業グループは、第１四半期連結会計期間から「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。これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益に与え

る影響はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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在外支店がないため、記載しておりません。 

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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。 

 
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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 2,868,459 62,175 2,930,635 － 2,930,635 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 2,868,459 62,175 2,930,635 － 2,930,635 

営業利益 11,978 1,528 13,507 － 13,507 

 
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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 5,419,525 122,858 5,542,383 － 5,542,383 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 5,419,525 122,858 5,542,383 － 5,542,383 

営業利益 35,505 5,840 41,346 － 41,346 



「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 

（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高      

完成工事高 4,412,059    

運輸事業売上高 115,694 4,527,754 100.0

Ⅱ 売上原価      

完成工事原価 4,143,043    

運輸事業売上原価 89,361 4,232,404 93.5

売上総利益      

完成工事総利益 269,016    

運輸事業総利益 26,333 295,349 6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   241,227 5.3

営業利益   54,121 1.2

Ⅳ 営業外収益      

受取利息 2,744

受取配当金 4,835    

受取賃貸料 26,068    

その他 889 34,536 0.8

Ⅴ 営業外費用      

賃貸費用 7,922    

その他 0 7,922 0.2

経常利益   80,736 1.8

Ⅵ 特別利益      

貸倒引当金戻入益 20 20 0.0

Ⅶ 特別損失      

販売用土地評価損 21,728    

その他 186 21,914 0.5

税金等調整前中間純利益   58,841 1.3

法人税、住民税及び事業税 14,058    

法人税等調整額 16,303 30,362 0.7

中間純利益   28,479 0.6

       



（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 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 58,841 

減価償却費 15,952 

退職給付引当金等引当金の減少（△）額 △20,785 

受取利息及び受取配当金 △7,579 

販売用土地評価損 21,728 

売上債権の減少額 2,631,945 

未成工事支出金等の増加（△）額 △833,991 

仕入債務の減少（△）額 △1,735,962 

未成工事受入金の増加額 421,341 

その他 △169,234 

小計 382,256 

利息及び配当金の受取額 7,416 

法人税等の支払額 △233,892 

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,781 

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 △5,300 

投資有価証券の取得による支出 △4,148 

投資有価証券の売却による収入 525 

その他 △3,715 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,638 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △51,332 

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,332 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 91,810 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,703,276 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,795,086 

   



（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） 

 （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 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

〔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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

〔海外売上高〕 

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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

 
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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 4,412,059 115,694 4,527,754 － 4,527,754 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 4,412,059 115,694 4,527,754 － 4,527,754 

営業費用 4,369,309 104,323 4,473,632 － 4,473,632 

営業利益 42,750 11,371 54,121 － 54,121 



６．その他の情報 

 生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                   （単位：千円、％） 

② 売上高                                   （単位：千円、％） 

③ 次期繰越高                                 （単位：千円、％） 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

    第２四半期） 

当第２四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第２四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 1,006 0.0 318 0.0 △688 △68.4 4,709 0.1 

 民  間 4,821,305 82.8 5,685,318 95.3 864,013 17.9 9,859,297 85.7 

   計 4,822,312 82.8 5,685,637 95.3 863,325 17.9 9,864,007 85.8 

 土 

 木 

 官公庁 98,713 1.7 △77 △0.0 △98,790 △100.1 212,610 1.8 

 民  間 903,402 15.5 279,166 4.7 △624,236 △69.1 1,424,957 12.4 

   計 1,002,116 17.2 279,089 4.7 △723,027 △72.2 1,637,568 14.2 

 計 

 官公庁 99,720 1.7 241 0.0 △99,478 △99.8 217,320 1.9 

 民  間 5,724,708 98.3 5,964,484 100.0 239,776 4.2 11,284,254 98.1 

   計 5,824,428 100.0 5,964,726 100.0 140,297 2.4 11,501,575 100.0 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

    第２四半期） 

当第２四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第２四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 1,381 0.0 4,208 0.1 2,827 204.6 645,219 5.3 

 民  間 4,070,754 89.9 5,098,086 92.0 1,027,331 25.2 8,965,586 73.1 

   計 4,072,135 89.9 5,102,294 92.1 1,030,158 25.3 9,610,806 78.4 

 土 

 木 

 官公庁 163,516 3.6 54,823 1.0 △108,693 △66.5 270,412 2.2 

 民  間 176,408 3.9 262,407 4.7 85,999 48.8 2,129,567 17.4 

   計 339,924 7.5 317,230 5.7 △22,693 △6.7 2,399,980 19.6 

 計 

 官公庁 164,897 3.6 59,031 1.1 △105,866 △64.2 915,632 7.5 

 民  間 4,247,162 93.8 5,360,493 96.7 1,113,331 26.2 11,095,153 90.5 

   計 4,412,059 97.4 5,419,525 97.8 1,007,465 22.8 12,010,786 98.0 

 運輸事業 115,694 2.6 122,858 2.2 7,163 6.2 248,616 2.0 

 合  計 4,527,754 100.0 5,542,383 100.0 1,014,629 22.4 12,259,403 100.0 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

   第２四半期） 

当第２四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第２四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 644,025 6.1 － － △644,025 △100.0 3,890 0.0 

 民  間 6,982,386 66.5 7,712,778 84.5 730,391 10.5 7,125,545 83.0 

   計 7,626,411 72.6 7,712,778 84.5 86,366 1.1 7,129,435 83.0 

 土 

 木 

 官公庁 47,900 0.5 － － △47,900 △100.0 54,900 0.7 

 民  間 2,832,745 26.9 1,417,900 15.5 △1,414,845 △49.9 1,401,141 16.3 

   計 2,880,645 27.4 1,417,900 15.5 △1,462,745 △50.8 1,456,041 17.0 

 計 

 官公庁 691,925 6.6 － － △691,925 △100.0 58,790 0.7 

 民  間 9,815,131 93.4 9,130,678 100.0 △684,453 △7.0 8,526,686 99.3 

   計 10,507,056 100.0 9,130,678 100.0 △1,376,378 △13.1 8,585,476 100.0 
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