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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 13,579 ― △178 ― 84 ― △818 ―

20年3月期第2四半期 10,733 △31.6 32 ― 282 ― △374 ―

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 △12.62 ―

20年3月期第2四半期 △5.78 ―

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 37,815 10,423 27.6 160.77
20年3月期 41,434 10,695 25.8 164.95

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,423百万円 20年3月期  10,695百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 35,000 23.4 300 13.8 500 △32.4 △600 ― △9.25

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（１）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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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. 平成20年５月20日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
2. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
3. 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 株式会社アルプス技工 ） 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 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  69,194,543株 20年3月期  69,194,543株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,358,767株 20年3月期  4,354,954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  64,838,333株 20年3月期第2四半期  64,843,390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わが国経済は、エネルギー・原材料価格高の影響に加え、サブプライム・ロー

ン問題を背景とするアメリカの景気後退に端を発する急激な株安・円高による金融不安への警戒から、さらに減速感

を強め推移いたしました。 

当社グループの主力事業である橋梁事業は、公共投資の縮減傾向、鋼材の価格高騰・入手難など依然厳しい状況が

続いております。 

このような環境下、当社グループは、従来にも増して協力関係の一体強化を図り、グループの有する製作・架設力

などの総合エンジニアリング力を最大限活かし、受注、売上、利益の安定確保の施策を推進しているところでありま

す。 

当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、鋼材入荷や大型工事の進捗遅れにより、135億79百万円とな

りました。 

受注高につきましては、厳しい受注競争が続くなか、採算性重視の営業活動を行った結果181億50百万円となりま

した。 

 また、損益につきましては、生産性の効率化、グループ挙げての経費削減の効果はあったものの、売上高が低調で

あったことなどから期首の業績予想を下回り、営業損失は１億78百万円、経常利益は84百万円となりました。また、

株式市場の下落に伴い時価が著しく低下した株式を対象に投資有価証券評価損を特別損失に計上したことから四半期

純損失は８億18百万円となりました。 

   

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の総資産は378億15百万円となり、前連結会計年度末と比べ36億18百万円の減少とな

りました。  

主な要因は現金預金５億71百万円、受取手形・完成工事未収入金23億47百万円、未成工事支出金４億51百万円が

減少したことによるものであります。 

負債合計は273億91百万円となり、 前連結会計年度末と比べ33億46百万円の減少となりました。 

主な要因は短期借入金13億20百万円が増加したものの、支払手形・工事未払金25億31百万円、未成工事受入金９

億67百万円、工事損失引当金３億71百万円が減少したことによるものであります。 

純資産は104億23百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億71百万円の減少となりました。 

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39億15百万円となり、前

連結会計年度末と比較して５億76百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は14億79百万円となりました。 

 主な増加要因は、売上債権の減少23億46百万円、未成工事支出金等の減少４億58百万円であり、主な減少要因

は、税金等調整前四半期純損失６億49百万円、仕入債務の減少25億29百万円、未成工事受入金の減少９億67百万円

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３億76百万円となりました。 

 主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出２億22百万円、有形固定資産の取得による支出１億57百万円で

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は12億61百万円となりました。 

 増加要因は、短期借入金の増加14億50百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出１億86百万

円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後は、国土交通省の「単品スライド条項」適用などにより一部に改善が期待されますが、道路特定財源の一般財

源化問題、鋼材をはじめとする原材料費の高騰や鋼材の入荷遅れなど、当業界を取り巻く環境は依然予断を許さない

状況であります。 

当第２四半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益は、大型工事の進捗遅れなどから計画を下回って

おりますが、今後大型工事の進捗が進み挽回が見込まれるため、通期では概ね計画どおりとなる見込みであります。

当社グループといたしましては設計変更および原価縮減策など工事採算の更なる改善に努めてまいります。 



なお、通期連結業績予想につきましては、１ページ３.に記載のとおり売上高350億円、営業利益３億円、経常利

益５億円は期首予想どおり変更なく、当期純損失は修正し６億円を見込んでおります。   

   

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） 

第１四半期連結会計期間より、株式会社アルプス技工は重要性が増したため、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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する方法によ

っております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度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によっております。 

  

（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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産（材料貯蔵品） 

従来、先入先出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、先入先出法による原価法

（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軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

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、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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より機械装置について、耐用

年数の変更を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は15,518千円増加、経常利益は同額減少、税金等調整前四

半期純損失は同額増加しております。 

  



（４）損害賠償の請求について  

 連結子会社の株式会社宮地鐵工所は、平成20年５月23日に国土交通省から、鋼橋上部工事の入札談合に係る損

害賠償の請求を受けました。今後の対応につきましては、請求内容を慎重に検討し対処してまいります。 

 また、同社は平成20年６月26日に東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社および独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工事の入札談

合に係る損害賠償の請求を受けました。今後の対応につきましては、請求内容の正当性を含めて慎重に検討し対

処してまいります。 



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 3,956,084 4,527,175

受取手形・完成工事未収入金 8,912,626 11,259,656

未成工事支出金 4,194,995 4,646,073

その他 1,053,627 1,530,282

貸倒引当金 △33,577 △336,006

流動資産合計 18,083,756 21,627,181

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,975,727 11,975,727

その他（純額） 3,254,377 3,291,864

有形固定資産計 15,230,105 15,267,591

無形固定資産 65,163 61,059

投資その他の資産   

投資有価証券 3,800,133 3,770,733

その他 734,587 804,046

貸倒引当金 △98,105 △96,350

投資その他の資産計 4,436,615 4,478,430

固定資産合計 19,731,884 19,807,081

資産合計 37,815,641 41,434,263

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 6,321,131 8,853,111

短期借入金 8,232,308 6,912,306

未払法人税等 41,933 41,810

未成工事受入金 4,080,502 5,047,686

工事損失引当金 604,100 975,340

その他の引当金 560,816 730,747

その他 1,072,657 1,385,869

流動負債合計 20,913,448 23,946,872

固定負債   

長期借入金 118,470 174,954

再評価に係る繰延税金負債 3,971,210 3,971,210

退職給付引当金 2,222,957 2,271,037

その他の引当金 71,349 71,349

その他 94,369 303,268

固定負債合計 6,478,356 6,791,819

負債合計 27,391,804 30,738,691



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 4,148,841 4,148,960

利益剰余金 △1,193,090 △386,940

自己株式 △943,474 △943,234

株主資本合計 5,012,276 5,818,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,998 △417,775

土地再評価差額金 5,294,562 5,294,562

評価・換算差額等合計 5,411,560 4,876,786

純資産合計 10,423,836 10,695,572

負債純資産合計 37,815,641 41,434,263



（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) 

完成工事高 13,579,370

完成工事原価 12,835,294

完成工事総利益 744,075

販売費及び一般管理費 922,420

営業損失（△） △178,345

営業外収益  

受取利息 5,152

受取配当金 44,136

負ののれん償却額 215,804

その他 88,653

営業外収益合計 353,746

営業外費用  

支払利息 71,451

その他 19,721

営業外費用合計 91,172

経常利益 84,228

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,900

固定資産売却益 1,948

特別利益合計 3,848

特別損失  

投資有価証券評価損 730,520

その他 6,866

特別損失合計 737,387

税金等調整前四半期純損失（△） △649,310

法人税、住民税及び事業税 20,645

法人税等調整額 148,276

法人税等合計 168,922

四半期純損失（△） △818,232



（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損失（△） △649,310

減価償却費 195,982

負ののれん償却額 △215,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） △674

工事損失引当金の増減額（△は減少） △371,240

受取利息及び受取配当金 △49,288

支払利息 71,451

為替差損益（△は益） 221

持分法による投資損益（△は益） △528

投資有価証券評価損益（△は益） 730,520

売上債権の増減額（△は増加） 2,346,869

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 458,361

仕入債務の増減額（△は減少） △2,529,032

未成工事受入金の増減額（△は減少） △967,184

その他 △454,819

小計 △1,434,475

利息及び配当金の受取額 49,288

利息の支払額 △73,802

法人税等の支払額 △20,841

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,479,830

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 △157,711

投資有価証券の取得による支出 △222,349

貸付けによる支出 △3,980

貸付金の回収による収入 6,590

その他 1,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △376,059

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） 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △186,482

配当金の支払額 △172

その他 △2,270

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,261,075

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △595,035

現金及び現金同等物の期首残高 4,492,076

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,542

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,915,584



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 鋼構造物事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 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） 

〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。  

  

〔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 

 該当事項はありません。 

  



「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 完成工事高        10,733,223  100.0

Ⅱ 完成工事原価        9,702,121  90.4

完成工事総利益        1,031,101  9.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        998,153  9.3

営業利益        32,948  0.3

Ⅳ 営業外収益                  

  受取利息  8,392            

  受取配当金  47,884            

  負ののれん償却額  215,804            

  その他  54,913  326,995  3.0

Ⅴ 営業外費用                  

  支払利息  74,087            

  その他  3,787  77,874  0.7

経常利益        282,069  2.6

Ⅵ 特別利益                  

  貸倒引当金戻入額  14,975            

  固定資産売却益  18,114            

  移転補償金   24,503            

  その他  5,612  63,205  0.6

Ⅶ 特別損失                  

  貸倒引当金繰入額  300,000            

  固定資産除却損  75,932            

  独占禁止法違反に係る罰
金   120,000            

  訴訟費用   8,000            

  その他  46,597  550,529  5.1

税金等調整前中間純損失
（△）       △205,254 △1.9

法人税、住民税及び事業税  16,001            

法人税等調整額  153,332  169,334  1.6

中間純損失（△）       △374,589 △3.5

        



（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損失（△） △205,254
減価償却費   178,117
負ののれん償却額  △215,804
貸倒引当金の増減額（減少：△）  285,015
完成工事補償引当金の増減額（減少：△）  3,900
工事損失引当金の増減額（減少：△） △1,089,300
賞与引当金の増減額（減少：△） △12,428
違約損失引当金の増減額（減少：△） △480,000
退職給付引当金の増減額（減少：△） △197,126
役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △104,673
受取利息及び受取配当金 △56,277
支払利息  74,087
為替差損益（益：△）  0
有形固定資産の売却損益（益：△） △16,378
有形固定資産の除却損  75,862
無形固定資産の除却損  69
投資有価証券評価損  25,764
その他投資等売却損益（益：△）  4,800
その他投資等評価損  6,100
売上債権の増減額（増加：△）  2,415,630
未成工事支出金の増減額（増加：△） △1,678,554
その他のたな卸資産の増減額（増加：△）  928
その他流動資産の増減額（増加：△） △105,981
仕入債務の増減額（減少：△） △344,639
未成工事受入金の増減額（減少：△）  771,405
その他流動負債の増減額（減少：△） △521,682
課徴金等  600,000
その他  10,893

小計 △575,528

利息及び配当金の受取額  56,277
利息の支払額 △74,320
法人税等の支払額 △32,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △625,602

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 △15,132
その他投資等の取得による支出 △4,208
その他投資等の売却による収入  20,497
有形固定資産の取得による支出 △276,601
有形固定資産の売却による収入  44,209
有形固定資産の除却による支出 △1,970
無形固定資産の取得による支出 △3,276
貸付けによる支出 △111,502
貸付金の回収による収入  15,806
長期預り金の返還による支出 △24,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △356,906

Ⅲ 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（減少：△） △950,000
長期借入金の返済による支出 △254,482
自己株式の売却による収入  7
自己株式の取得による支出 △160
配当金の支払額 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,204,852

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,187,361

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,654,414

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,467,053

    



（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 

     事業は、製品の系列及び市場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製品 

  

  
 鋼構造物事業

（千円） 

 不動産事業 

（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  10,659,398    73,825    10,733,223  －  10,733,223

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 －  10,175  10,175  (10,175)    －

 計    10,659,398    84,001    10,743,399    (10,175)    10,733,223

 営業費用    10,688,159    22,291    10,710,451    (10,175)  10,700,275

 営業利益又は営業損失（△）    △28,761    61,709    32,948    －    32,948

事 業 区 分 主  要  製  品  

  鋼構造物事業  橋梁、鉄骨等の鋼構造物の設計、製作及び架設  

  不動産事業  不動産賃貸業  

〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

〔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．その他の情報  

 生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

※ 橋梁とは、新設橋梁の設計・製作・現場施工、既設橋梁の維持・補修・補強、橋梁周辺鋼構造物、複合構造物の

設計・製作・現場施工、プレストレスト・コンクリート橋梁、ＦＲＰ構造物、その他土木事業であります。 

 建築他とは、大空間・超高層建築物、鉄塔、煙突、工場建物、その他鋼構造物の製作・現場施工、既設構造物の

耐震・免震工事、その他の事業であります。 

① 生産の状況             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  10,613,454 85.4 12,200,530 91.3 25,641,459 87.8

建築他  1,811,284 14.6 1,165,597 8.7 3,561,503 12.2

合計  12,424,738 100.0 13,366,128 100.0 29,202,962 100.0

              

② 受注の状況             

 （受注高）             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  12,087,825 86.7 16,911,626 93.2 20,789,418 86.5

建築他  1,859,023 13.3 1,238,866 6.8 3,245,785 13.5

合計  13,946,848 100.0 18,150,492 100.0 24,035,203 100.0

              

 （受注残高）             

製品別 

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） 

前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  44,273,268 94.4 42,308,009 96.2 36,986,897 93.9

建築他  2,636,895 5.6 1,665,870 3.8 2,415,859 6.1

合計  46,910,163 100.0 43,973,879 100.0 39,402,756 100.0

              

③ 販売の状況             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  8,814,180 82.1 11,590,514 85.4 24,802,144 87.5

建築他  1,919,042 17.9 1,988,855 14.6 3,551,526 12.5

合計  10,733,223 100.0 13,579,370 100.0 28,353,670 100.0
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