
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 あおみ建設株式会社 上場取引所 東 
コード番号 1889 URL http://www.aomi-const.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 稲田 直治

問合せ先責任者 （役職名）
取締役兼専務執行役員企画管理本
部長 （氏名） 中田 文夫 TEL 03-5439-1002

四半期報告書提出予定日 平成20年11月12日

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 24,778 ― △661 ― △315 ― △667 ―
20年3月期第2四半期 14,311 6.3 △584 ― △636 ― △526 ―

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 △4.78 ―
20年3月期第2四半期 △6.91 ―

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 42,750 5,295 12.4 37.90
20年3月期 25,812 1,288 5.0 16.90

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,295百万円 20年3月期  1,288百万円

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1.50 1.50

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 62,000 67.4 300 ― 750 ― 330 ― 2.36

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、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 
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. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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。  

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 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  139,824,821株 20年3月期  76,371,446株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  96,866株 20年3月期  94,260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  139,729,413株 20年3月期第2四半期  76,281,178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、米国のサブプライム問題に起因する海外景気の減速や不安定さ

を増す株式・為替市場の動向、原油などの資源価格の高騰による企業収益の減少など、ここにきて景気の減退感が一

段と高まってまいりました。 

 建設業界におきましては、競争激化による受注価格の低下や資材価格等の高騰に伴う建設コストの増加に加え、サ

ブプライム問題に端を発する金融収縮などによりマンション市況が大きく悪化するなど、依然として厳しい状況が続

いております。 

 このような状況のなかで当社グループ（平成20年4月1日付で佐伯建設工業株式会社と国土総合建設株式会社とが合

併し、「あおみ建設株式会社」（平成20年7月1日付で佐伯国総建設株式会社より商号変更）として新しくスタートい

たしました。）は、規模拡大メリットや人材・設備・ノウハウの相互活用等、合併効果を最大限に活かした積極的な

営業活動を展開し、受注・売上の確保に努めてまいりました。また、全社的なコストダウンの推進、原価低減に注力

し、収益力の向上に取組んでまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は２４７億７８百万円と前年同期から１０４億６６百万円の増加

（両社合算では１９億７０百万円の増加）となりました。 

 損益面につきましては、営業損失６億６１百万円（前年同期は５億８４百万円の営業損失（両社合算では１０億６

６百万円の営業損失））、経常損失３億１５百万円（前年同期は６億３６百万円の経常損失（両社合算では１１億５

２百万円の経常損失））、四半期純損失６億６７百万円（前年同期は５億２６百万円の四半期純損失（両社合算では

９億９０百万円の四半期純損失））となりました。 

 なお、合併に伴い負ののれんが発生しており、この償却により２億７６百万円の負ののれん償却額が発生しており

ます。負ののれんは平成23年3月期までの期間で均等償却することとしております。また、被合併会社から引き継い

だ為替予約債務等から１億２８百万円の為替差益が発生しており、それぞれ営業外収益に計上しております。 

 当社グループの売上高は、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、通期売上高に対する当第２四

半期連結会計期間の売上高比率は低くなる傾向にあります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （１）資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、合併により被合併会社の資産負債等を受け入れたこと等により、総資

産は、前連結会計年度末に比べ１６９億３７百万円増加し、４２７億５０百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ１２９億３０百万円増加し、３７４億５４百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ４０億７百万円増加し、５２億９５百万円となり、自己資本比率は12.4％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残高は、前連結会計年度末に比べ１１億２百万円減少

し、５３億４９百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、工事代金の回収で売上債権が６０億２８百万円減少したものの、仕入

債務も７５億３１百万円減少しており、税金等調整前四半期純損失５億２２百万円の計上、未成工事支出金の増

加３０億２１百万円等で、５１億２２百万円（前連結会計年度２８億４９百万円の収入）の支出超過となりまし

た。 

 （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、有価証券の取得による支出等により、１億６８百万円（前連結会計年

度６６百万円の支出超過）の支出超過となりました。 

 （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、借入金の返済等により、２４億４７百万円（前連結会計年度１億７１

百万円の収入）の支出超過となりました。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年3月通期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）につきましては、公共投資の減少に加え、景気の減速によ

る民間建設需要の低迷が予想されるなど、当面厳しい経営環境が続くものと見込まれます。 

 これらの状況を踏まえ、平成20年10月31日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、通

期の連結業績予想を、受注高４６０億円、売上高６２０億円、営業利益３億円、経常利益７億５０百万円、当期純利

益３億３０百万円に、それぞれ修正いたしました。 

 なお、通期の配当金につきましては、当初予想どおり１株当たり年間１円５０銭を予定しております。 

  

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） 

 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 

 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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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、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、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。 

（販売用不動産） 

 従来、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、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。 

 この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、48百万円増加しておりま

す。 

 ③ 有形固定資産の耐用年数の変更 

 機械装置については、従来、耐用年数を２年～10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法人

税法の改正を契機とし見直しを行い、６年に変更しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営

業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ32百万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。 

 ④ 特別修繕引当金の計上 

 船舶の定期検査費用は、従来、支出時に費用処理をしておりましたが、国土総合建設株式会社との合併によ

り、金額的重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、修繕見積額に基づき特別修繕引当金を計上し

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及び経常損失は、それぞれ６百万円増加し、

税金等調整前四半期純損失は、13百万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。 



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 5,349 6,452

受取手形・完成工事未収入金等 18,155 12,043

有価証券 199 －

未成工事支出金 5,515 615

材料貯蔵品 326 28

販売用不動産 806 745

繰延税金資産 297 387

その他 1,924 622

貸倒引当金 △3 △1

流動資産合計 32,571 20,894

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,970 1,700

機械、運搬具及び工具器具備品 4,777 2,530

土地 2,840 1,702

建設仮勘定 271 7

減価償却累計額 △3,612 △3,087

有形固定資産計 6,247 2,855

無形固定資産 247 278

投資その他の資産   

投資有価証券 2,314 1,200

その他 1,818 944

貸倒引当金 △451 △366

投資その他の資産計 3,680 1,778

固定資産合計 10,175 4,911

繰延資産   

新株発行費 3 5

繰延資産合計 3 5

資産合計 42,750 25,812



（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 15,769 10,973

短期借入金 8,062 6,012

未払法人税等 58 74

未成工事受入金 5,365 2,859

賞与引当金 237 69

完成工事補償引当金 34 26

工事損失引当金 73 39

その他 2,030 1,896

流動負債合計 31,632 21,950

固定負債   

長期借入金 1,197 667

繰延税金負債 7 －

再評価に係る繰延税金負債 81 66

退職給付引当金 2,847 1,647

特別修繕引当金 41 －

負ののれん 1,383 －

その他 263 192

固定負債合計 5,822 2,573

負債合計 37,454 24,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 4,049

資本剰余金 1,725 1,557

利益剰余金 △635 △3,608

自己株式 △11 △11

株主資本合計 6,078 1,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △118 △50

繰延ヘッジ損益 △1 －

土地再評価差額金 △662 △647

評価・換算差額等合計 △782 △698

純資産合計 5,295 1,288

負債純資産合計 42,750 25,812



（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 23,917

その他の事業売上高 860

売上高合計 24,778

売上原価  

完成工事原価 22,567

その他の事業売上原価 835

売上原価合計 23,403

売上総利益  

完成工事総利益 1,349

その他の事業総利益 24

売上総利益合計 1,374

販売費及び一般管理費 2,035

営業損失（△） △661

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 29

負ののれん償却額 276

為替差益 128

その他 30

営業外収益合計 477

営業外費用  

支払利息 129

その他 2

営業外費用合計 131

経常損失（△） △315

特別利益  

前期損益修正益 13

固定資産売却益 31

特別利益合計 44

特別損失  

固定資産売却損 14

固定資産除却損 24

販売用不動産評価損 48

合併関連費用 150

その他 12

特別損失合計 250

税金等調整前四半期純損失（△） △522

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 115

法人税等合計 144

四半期純損失（△） △667



（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損失（△） △522

減価償却費 421

負ののれん償却額 △276

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27

賞与引当金の増減額（△は減少） 52

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97

工事損失引当金の増減額（△は減少） △89

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 129

為替差損益（△は益） 13

投資有価証券評価損益（△は益） 0

有形固定資産除売却損益（△は益） 8

売上債権の増減額（△は増加） 6,028

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,021

販売用不動産の増減額（△は増加） 55

仕入債務の増減額（△は減少） △7,531

未払退職金の増減額（△は減少） △787

未払消費税等の増減額（△は減少） △89

未成工事受入金の増減額（△は減少） 900

その他 55

小計 △4,609

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △117

特別退職金の支払額 △356

法人税等の支払額 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,122

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 △199

有形固定資産の取得による支出 △82

有形固定資産の売却による収入 84

貸付金の回収による収入 10

その他 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △168

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） △950

リース債務の返済による支出 △53

長期借入れによる収入 1,296

長期借入金の返済による支出 △2,740

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,750

現金及び現金同等物の期首残高 6,452

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 6,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,349



 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 

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 

その他の事業：不動産事業、建設用資機材の販売及び賃貸他 

２．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、第１四半期連結会計期間において、当社が国土総合建設株式会社を吸収合併

し、株式会社イワクラを新たに連結の範囲に含めたことを契機に、管理上の区分を変更したため、従来「建

設事業」に含めていた建設用資機材の販売を「建設事業」から分離し「その他の事業」に含める方法に変更

しております。 

 この結果、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間の売上高は、「建設事業」が252百万円減少

し、「その他の事業」が同額増加しております。また、営業損失は、「建設事業」が２百万円増加し、「そ

の他の事業」が同額減少しております。 

３．第１四半期連結会計期間において、当社が国土総合建設株式会社を吸収合併したことにより、事業の種類別

セグメント情報に係るセグメント別の資産の金額が前連結会計年度末と比べ著しく変動しております。なお、

期首に受入れた資産の金額は、「建設事業」が19,348百万円、「その他の事業」が957百万円であります。 

４．機械装置については、従来、耐用年数を２～10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法人税

法の改正を契機とし見直しを行い、６年に変更しております。この結果、当第２四半期連結累計期間の営業損

失は、建設事業で32百万円増加しております。 

５．船舶の定期検査費用は、従来、支出時に費用処理をしておりましたが、国土総合建設株式会社との合併によ

り、金額的重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、修繕見積額に基づき特別修繕引当金を計上し

ております。この結果、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、建設事業で６百万円増加しております。 

  

ｂ．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） 

   在外連結子会社がないため、記載しておりません。 

ｃ．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） 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
建設事業 
（百万円） 

その他の事業
（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 23,917 860 24,778 － 24,778 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 1,975 1,975 (1,975) － 

計 23,917 2,835 26,753 (1,975) 24,778 

営業損失（△） △619 △2 △622 (39) △661 



（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年４月１日付けで、国土総合建設株式会社と合併し、国土総合建設株式会社の普通株式１株に

対して当社普通株式8.5株を割当交付いたしました。この結果、資本金が950百万円、資本剰余金が3,808百万円

それぞれ増加しております。 

 なお、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会決議に基づき、効力発生日である平成20年８月１日に資本剰

余金を1,553百万円取崩し、利益剰余金を同額増加させました。また、平成20年9月19日開催の取締役会決議に基

づき資本剰余金を2,087百万円取崩し、利益剰余金を同額増加させました。これらの結果、当第２四半期連結会

計期間末において資本金が5,000百万円、資本剰余金が1,725百万円、利益剰余金が△635百万円となっておりま

す。 

  

  



「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 

科目 

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） 

金額（百万円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高     

完成工事高 14,268 100.0 

その他事業売上高 42 100.0 

売上高合計 14,311 100.0 

Ⅱ 売上原価     

完成工事原価 13,649 95.7 

その他事業売上原価 40 94.1 

売上原価合計 13,689 95.7 

売上総利益     

完成工事総利益 619 4.3 

その他事業総利益  2 5.9 

売上総利益合計  622 4.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,206 8.4 

営業損失 584 4.1 

Ⅳ 営業外収益     

受取利息 3   

 受取配当金 12   

 諸賃貸料 8   

その他 2   

営業外収益合計  27 0.2 

Ⅴ 営業外費用     

支払利息 70   

その他 9   

営業外費用合計 80 0.5 

経常損失 636 4.4 

 



科目 

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） 

金額（百万円） 百分比（％） 

Ⅵ  特別利益     

前期損益修正益 69   

投資有価証券売却益 0   

特別利益合計 69 0.5 

Ⅶ  特別損失     

前期損益修正損 46   

固定資産除却損 2   

過年度役員退職慰労引当金繰入額 69   

その他 80   

特別損失合計 197 1.4 

税金等調整前中間純損失 764 5.3 

法人税、住民税及び事業税  30 0.2 

法人税等調整額  △268 △1.8 

中間純損失 526 3.7 



（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  

税金等調整前中間純損失（△） △764 

減価償却費  78 

貸倒引当金の増加・減少（△）額  △24 

賞与引当金の増加・減少（△）額 △88 

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △58 

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 47 

受取利息及び受取配当金  △16 

支払利息  70 

投資有価証券売却益 0 

売上債権の減少・増加（△）額 6,536 

未成工事支出金等の減少・増加（△）額 △1,524 

販売用不動産等の減少・増加（△）額 38 

仕入債務の増加・減少（△）額 △3,871 

未払消費税等の増加・減少（△）額 △32 

未成工事受入金の増加・減少（△）額 1,516 

固定資産除却損 2 

その他  432 

小計 2,342 

利息及び配当金の受取額 16 

利息の支払額  △65 

法人税等の支払額  △68 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,224 

 



 
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） 

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 

無形固定資産の取得による支出 △5 

投資有価証券の売却による収入 2 

貸付による支出 △2 

貸付金の回収による収入 6 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増加・減少（△）額 △2,080 

リース債務の返済による支出  △31 

長期借入れによる収入  1,567 

長期借入金の返済による支出  △2,129 

自己株式の取得による支出  △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,673 

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・減少（△）額 △453 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,498 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,044 

  



（３）セグメント情報 

１．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）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表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 

             その他の事業 ：不動産事業他 

  

２．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、記載しておりません。 

  

３．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 
（百万円） 

その他の事業
（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 14,268 42 14,311 － 14,311 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 4 4 (4) － 

計 14,268 47 14,316 (4) 14,311 

営業費用 14,828 68 14,897 (1) 14,895 

営業損失 △559 △21 △581 (2) △584 



６．その他の情報

四半期個別受注の概況

(1)　個別受注実績（累計）

（注）　①受注高は、当該四半期までの累計額

　　　　②パーセント表示は、前年同四半期比増減率

（参考） 個別受注実績内訳（累計）

（注）　（　）内のパーセント表示は、構成比率

(2)　個別受注予想

％

％

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率

【個別受注実績に関する定性的情報等】

　当第２四半期の個別累計受注実績は、建築工事の受注がマンション市況の悪化等の影響により減少し

ましたが、土木工事の受注が前年同期より増加したため、全体としては前年同期比64.4％増の２０８億円

となりました。

　受注予想につきましては、マンション市況の悪化が今後も続くと予想されること等により、当初予想より

５０億円減少の４５０億円を見込んでおります。

40.8

△ 9.4

通　　　期

２１年３月期予想

２０年３月期実績 （旧 佐伯建設工業 実績）

45,000

31,959

百万円

百万円

64.4%

△21.9%

受注高

２１年３月期第2四半期 20,869

２０年３月期第2四半期 （旧 佐伯建設工業 実績） 12,692 百万円

建
　
設
　
事
　
業

土
木

国 内 民 間 3,210

計

国 内 民 間 2,274

計 17,311

国 内 官 公 庁

(10.9%) 1,861

海 外             - (   -   )            -

22.1%

(   -   )        -          -  

(14.7%) 412

347 (1.6%) 0 (0.0%) 347        -  

(83.0%) 8,209 (64.7%) 9,101 110.9%

海 外             - (   -   )            - (   -   )        -          -  

(15.4%) 4,482 (35.3%) △ 1,272

(50.0%) 9,036 142.3%

3,558 (17.0%) 4,483 (35.3%)

国 内 官 公 庁 15,385 (73.7%) 6,348

海 外             - (   -   )

計 20,869 (100.0%)

(50.0%) △ 859 △13.6%国 内 民 間 5,484 (26.3%)

8,176 64.4%

           - (   -   )        -          -  

       -          -  

合 計 20,869 (100.0%) 12,692 (100.0%) 8,176 64.4%

            - (   -   )(   -   )            -

12,692 (100.0%)

6,344

百万円

（単位：百万円）

区 分

平成21年 3月期 平成20年 3月期

比較増減 増減率

（旧 佐伯建設工業 実績）

第２四半期第２四半期

8,689 136.9%

建
築

国 内 官 公 庁 15,037 (72.1%) 6,347

△20.6%

△28.4%

△ 925

合
計

開 発 事 業 等

(50.0%)
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