
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 飛島建設株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1805 URL http://www.tobishima.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 篠部 正博

問合せ先責任者 （役職名） 広報部長 （氏名） 小島 秀二郎 TEL 03-5214-8212

四半期報告書提出予定日 平成20年11月11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 61,078 ― 847 ― 352 ― △753 ―

20年3月期第2四半期 77,452 △1.2 △1,516 ― △2,091 ― △1,002 ―

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 △1.70 ―

20年3月期第2四半期 △2.58 ―

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 108,480 16,892 15.6 △16.25

20年3月期 134,196 17,643 13.1 △30.10

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,888百万円 20年3月期  17,639百万円

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） ――― ――― ― 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  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 160,000 1.7 4,300 ― 2,400 ― 1,000 ― 2.04

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、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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。 
2．平成21年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益の算出には、平成20年10月１日から平成20年10月31日までに優先株式の取得請求により発行した普通株式
40,401,284株を含めた期中平均株式数を使用しています。 
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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を適用しています。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準
じて記載しております。  

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  494,660,308株 20年3月期  417,422,258株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,946,575株 20年3月期  7,918,059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  447,551,533株 20年3月期第2四半期  391,055,450株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国の金融危機と景気悪化が日本にも波及し、輸出
や設備投資の減少幅が拡大して、本年度は７年ぶりのマイナス成長が懸念されるなど厳しさが増していま
す。国内建設市場につきましても、公共投資の継続的な縮減や不動産市況の急速な悪化等により、非常に
厳しい情勢となっています。 
当社は、このような経営環境の認識の下、平成20年４月に発表した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」を

鋭意推進し経営の安定を図っています。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は610億円（前年同四半期連

結累計期間比21.1％減）、営業利益は８億円（前年同四半期連結累計期間は15億円の損失）、経常利益は
３億円（前年同四半期連結累計期間は20億円の損失）、四半期純損益は７億円の損失（前年同四半期連結
累計期間は10億円の損失）となりました。 
なお、当社グループの売上高は、下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があることか

ら、第２四半期連結累計期間の売上高の割合が低くなるという季節的変動があります。 
  
  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が1,084億円となり、前連結会計年度末に比べ257億
円減少しております。 
主な増減内容は、資産については受取手形・完成工事未収入金等が217億円減少し、負債については支

払手形・工事未払金等が226億円減少しております。 
純資産については168億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して2.5ポイント増加し、

15.6％となりました。 
  
  

当第２四半期連結累計期間の業績は、営業利益、経常利益、四半期純損益とも予想を上回る実績となり
ましたが、通期の業績予想につきましては、今後の建設業を取り巻く環境の不透明さを踏まえ、平成20年
８月８日に公表した業績予想を据え置くことといたしました。 

  
    

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

(四半期財務諸表に関する会計基準) 
第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19

年３月14日)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 平
成19年３月14日)を適用しております。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に
準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。 

  
(リース取引に関する会計基準) 

第１四半期連結会計期間より「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))を早期適用しており、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
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を採用しています。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益に与える影響は軽微であり、税金等

調整前四半期純損失は４百万円増加しております。 

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 5,541 10,689 

受取手形・完成工事未収入金等 51,793 73,528 

未成工事支出金等 15,144 10,973 

たな卸不動産 1,662 1,993 

未収入金 11,186 15,457 

その他 1,762 855 

貸倒引当金 △1,930 △1,733 

流動資産合計 85,159 111,763 

固定資産 

有形固定資産 14,601 14,588 

無形固定資産 715 774 

投資その他の資産 

その他 11,027 9,445 

貸倒引当金 △3,047 △2,416 

投資その他の資産合計 7,979 7,028 

固定資産合計 23,296 22,391 

繰延資産 24 41 

資産合計 108,480 134,196 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 39,607 62,302 

短期借入金 16,590 16,091 

未成工事受入金 12,281 9,774 

預り金 12,587 13,750 

完成工事補償引当金 772 771 

工事損失引当金 1,276 3,565 

その他 1,374 2,746 

流動負債合計 84,490 109,002 

固定負債 

長期借入金 1,088 － 

退職給付引当金 5,534 5,769 

その他 473 1,781 

固定負債合計 7,096 7,550 

負債合計 91,587 116,553 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,519 5,519 

資本剰余金 13,501 25,015 

利益剰余金 △862 △11,623 

自己株式 △1,355 △1,355 

株主資本合計 16,802 17,556 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 81 77 

為替換算調整勘定 4 5 

評価・換算差額等合計 86 82 

少数株主持分 4 4 

純資産合計 16,892 17,643 

負債純資産合計 108,480 134,196 
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 (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 59,881 

開発事業等売上高 1,196 

売上高合計 61,078 

売上原価 

完成工事原価 55,977 

開発事業等売上原価 806 

売上原価合計 56,784 

売上総利益 

完成工事総利益 3,904 

開発事業等総利益 390 

売上総利益合計 4,294 

販売費及び一般管理費 3,446 

営業利益 847 

営業外収益 

為替差益 64 

その他 77 

営業外収益合計 141 

営業外費用 

支払利息 269 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 299 

その他 68 

営業外費用合計 636 

経常利益 352 

特別利益 

割増退職金戻入額 47 

その他 0 

特別利益合計 47 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 1,051 

その他 23 

特別損失合計 1,074 

税金等調整前四半期純損失（△） △674 

法人税、住民税及び事業税 79 

法人税等合計 79 

少数株主損失（△） △0 

四半期純損失（△） △753 
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 (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（△） △674 

減価償却費 337 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 837 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,289 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234 

受取利息及び受取配当金 △37 

負ののれん償却額 △17 

支払利息 269 

為替差損益（△は益） 28 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 

売上債権の増減額（△は増加） 20,072 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,166 

たな卸不動産の増減額（△は増加） 331 

未収消費税等の増減額（△は増加） △864 

未収入金の増減額（△は増加） 4,270 

その他の資産の増減額（△は増加） △37 

仕入債務の増減額（△は減少） △22,690 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,506 

預り金の増減額（△は減少） △1,162 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,209 

その他の負債の増減額（△は減少） △189 

その他 17 

小計 △4,899 

利息及び配当金の受取額 31 

利息の支払額 △279 

法人税等の支払額 △159 

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,306 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の償還による収入 60 

有形固定資産の取得による支出 △83 

無形固定資産の取得による支出 △60 

投資有価証券の取得による支出 △59 

投資有価証券の売却による収入 2 

貸付けによる支出 △8 

貸付金の回収による収入 64 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △84 

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） 1,447 

長期借入金の返済による支出 △1,164 

その他 △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー 269 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,148 

現金及び現金同等物の期首残高 10,689 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,541 
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を

適用しております。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設

業法施行規則」に準じて記載しております。 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

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)

 当社グループは、前連結会計年度において8,520百万

円の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務

リストラ等により７期連続で当期純損失を計上した。

また、当第２四半期連結累計期間の業績については、

営業利益８億円の計上となったものの、第１四半期に

おける㈱ゼファーの民事再生手続きの開始に伴う貸倒

引当金の設定等により、当四半期純損失７億円を計上

することとなった。当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。

 しかしながら、現状、通期業績については上記四半

期純損失を今後の営業利益の増加等により吸収できる

ものと判断している。本年４月に策定した「中期３ヵ

年計画」の骨子たる「さらなる選択と集中による利益

の極大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再

配分」等を着実に実行した結果、土木事業の当第２四

半期累計期間の受注高は291億円と順調に推移してお

り、前年同期比99億円の増加となった。建築事業は首

都圏に 優先で経営資源を投入するとともに、不動産

市況の悪化に伴い民間住宅分野を絞り込んだ結果、当

第２四半期累計期間の受注高は308億円と前年同期比

127億円の減少となったものの、リニューアル分野の拡

大には引続き注力しており、リニューアル工事の受注

高は180億円と前年同期比75億円増加し順調に推移して

いる。

 第１四半期において計画した、組織体制の改変等も

着実に実行し、また従業員の削減についてもほぼ予定

通り実行した結果、販売費及び一般管理費等の経費は

年間16億円規模の削減が見込まれ、当第２四半期以

降、効果が発現してきている。これらにより土木・建

築事業別の採算性が確保でき、今後ますます厳しさを

増す業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体

制となった。更に、今後も積極的に新たなビジネスチ

ャンスへの挑戦を実施し、厳しい市場環境や業界環境

に対応した施策を検討している。

 また、サブプライム・ローン問題に端を発した世界

的金融不安、株価の低迷、景気減速傾向並びにデベロ

ッパーの信用不安等、本中期３ヵ年計画を阻害する経

済環境要因は厳しさを増しており、民間住宅分野を中

心に債権保全には十分な管理体制で臨んでいる。

 以上に加え、本中期３ヵ年計画の遂行状況について

は、主な金融機関様には引続きご理解を戴いており、

本年10月に満期を迎えたシンジケーション方式ターム

ローンについても、137.5億円で更新して戴く等、必要

資金等についても引続き従来通りご支援戴けるものと

考えている。

 なお、上記シンジケーション方式タームローン契約

には、①各年度の連結、単体の経常損益が損失となら

ないこと、②各年度の単体の自己資本比率を10％以上

に維持することとする財務制限条項が付されている

が、中期３ヵ年計画の遂行による経常利益の確保と当

第２四半期末純資産168億円の状況から、向こう１年間

の事業継続に懸念はないと判断している。

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成し

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いない。

 当社グループは、当連結会計年度において8,520百万

円の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務

リストラ等により７期連続で当期純損失を計上した。

当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。

 当連結会計年度の赤字要因は特定案件の損失、建築

基準法改正等の影響、資機材の高騰等、多くが一過性

のものであり、また、マイナスの営業キャッシュ・フ

ロー計上の主な要因は赤字決算及び官庁工事減少、マ

ンション比率増加等による工事収支の悪化によるもの

である。

 当社は、上記状況に対応するため、また昨今の市場

環境等を踏まえ、①新たな事業環境に対応した中期経

営計画の策定、②新たなビジネスチャンスへの挑戦、

③安定した資金の確保等を中心とした施策を実行する

ことにより経営の安定を図っていく所存である。

 新たに作成した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」

は、外部環境認識、当連結会計年度赤字決算となった

主要因、当連結会計年度までの事業戦略の再評価等を

踏まえ策定し、「さらなる選択と集中による利益の極

大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配

分」を基本方針としている。土木事業は官庁工事の総

合評価方式対応体制を一層強化し、得意工種（ダム・

トンネル等）に絞り込む。建築事業は首都圏に 優先

で経営資源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り

込み、高採算のリニューアル分野の拡大を進める。

 組織体制は土木・建築事業ごとの利益管理の徹底と

効率性の向上を目的に、土木・建築事業の分離と地域

ブロック化を実施する。11支店41営業所を６支社25営

業所体制に、従業員については本年６月末を目処に200

人規模の早期退職優遇制度を実施し1,500人体制とし、

販売費及び一般管理費等の経費は前年度比18億円削減

する計画である。これにより土木・建築事業別の採算

性が確保出来るとともに、今後ますます厳しさを増す

業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体制と

した。更に、今後も積極的に新たなビジネスチャンス

への挑戦を実施し、厳しい市場環境や業界環境に対応

した施策を検討する。

 なお、当連結会計年度末における自己資本比率も

13.1％を確保、有利子負債は自己資本を下回り、有利

子負債月商倍率も1.3倍と適正水準を維持している。

 一方、金利上昇、サブプライム・ローン問題、原油

高騰等の本計画を阻害する経済環境要因も考えられる

が、本中期３ヵ年計画を含め当社の状況については、

主な金融機関様にはご理解を戴いており、必要資金等

については今後も従来通りご支援を戴けるものと考え

ている。したがって、次期についての資金不足は生じ

ないものと判断している。

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映していない。
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該当事項はありません。 

  

  

前中間期にかかる連結財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

 
  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

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 売上高

   完成工事高 76,872

   開発事業等売上高 579

    売上高計 77,452

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 74,552

   開発事業等売上原価 383

    売上原価計 74,935

  売上総利益

   完成工事総利益 2,320

   開発事業等総利益 196

    売上総利益計 2,517

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,033

    営業損失 1,516

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 59

   為替差益 32

   その他 95

    営業外収益計 187

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 311

   退職給付会計基準変更時差異償却額 299

   その他 152

    営業外費用計 762

    経常損失 2,091

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 1,189

   その他 60

    特別利益計 1,249

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 0

   固定資産除却損 14

   災害損失 22

   その他 2

    特別損失計 39

   税金等調整前中間純損失 881

   法人税、住民税及び事業税 120

   少数株主利益 0

   中間純損失 1,002
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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

   税金等調整前中間純損失 △ 881

   減価償却費 451

   貸倒引当金の減少額 △ 33

   工事損失引当金の減少額 △ 102

   退職給付引当金の減少額 △ 115

   受取利息及び受取配当金 △ 67

   支払利息 311

   為替差損 1

   投資有価証券売却益 △ 11

   投資有価証券評価損 2

   じん肺損害賠償金 0

   有形固定資産売却益 △ 1,188

   売上債権の減少額 9,775

   未成工事支出金等の増加額 △ 4,237

   たな卸不動産の減少額 1

   未収入金の減少額 8,553

   未収消費税等の増加額 △ 84

   その他資産の減少額 383

   仕入債務の減少額 △ 17,570

   未成工事受入金の増加額 478

   預り金の減少額 △ 6,937

   未払消費税等の減少額 △ 13

   その他負債の減少額 △ 434

   その他 51

    小計 △ 11,669

   利息及び配当金の受取額 67

   利息の支払額 △ 323

   じん肺損害賠償金支払額 △ 2

   法人税等の支払額 △ 362

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 12,291

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 △ 83

   有形固定資産の売却による収入 1,986

   無形固定資産の取得による支出 △ 23

   投資有価証券の取得による支出 △ 5

   関係会社への出資による支出 △ 323

   投資有価証券の売却による収入 53

   貸付金の回収による収入 52

   その他 16

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,674

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金純減少額 △ 132

   長期借入金の返済による支出 △ 6,142

   その他 △ 1

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,276

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 16,894

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 43,663

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 26,769
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(注) ％表示は、対前年同四半期増減率を示している。 

  

（単位：百万円）

 
(注) （ ）内の％表示は、構成比率を示している。 

  

 
(注) ％表示は、対前期増減率を示している。 

  

当第２四半期累計期間における受注高について、土木事業は、公共事業の削減等により厳しい受注環
境が続いているものの、技術力が活かせる分野への選択と集中により、前年同四半期累計期間を上回る
受注高を確保いたしました。 
一方、建築事業は、前年同四半期累計期間を下回る受注高となりましたが、これは前年同四半期累計

期間が、好調な民需を背景とした国内民間分野の伸びや建築基準法改正前の駆け込み等の影響で大幅な
受注増となったためです。民間建築市場は昨年から激変しており、当社は首都圏に 優先で経営資源を
投入するとともに、民間住宅分野を絞り込む一方、リニューアル分野の拡大に注力しており、その結果
リニューアル工事の受注は180億円と前年同期比75億円増加し順調に推移しています。 
通期の個別受注予想につきましては、厳しい競争環境を踏まえつつ下期の案件状況を慎重に検討した

結果、予想を据え置くことといたしました。 

  

６．四半期個別受注の概況

(1) 個別受注実績

受注高

平成21年３月期第２四半期累計期間 60,985百万円 △ 3.7％

平成20年３月期第２四半期累計期間 63,340百万円 △ 15.9％

（参考）個別受注実績内訳

区      分

前第２四半期累計期間 

(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 増減率

建
設
事
業

土
木

国内官公庁 13,471 （ 21.3%) 17,570 ( 28.8%) 4,099 30.4%

国内民間 2,910 (  4.6%) 9,943 ( 16.3%) 7,033 241.7%

海 外 2,827 (  4.5%) 1,612 (  2.7%) △  1,214 △ 43.0%

計 19,208 ( 30.4%) 29,126 ( 47.8%) 9,917 51.6%

建
築

国内官公庁 3,699 (  5.8%) 8,099 ( 13.3%) 4,399 118.9%

国内民間 38,876 ( 61.4%) 21,548 ( 35.3%) △ 17,327 △ 44.6%

海 外 1,025 (  1.6%) 1,157 (  1.9%) 131 12.8%

計 43,601 ( 68.8%) 30,804 ( 50.5%)  △ 12,797 △ 29.3%

合
計

国内官公庁 17,171 ( 27.1%) 25,669 ( 42.1%) 8,498 49.5%

国内民間 41,786 ( 66.0%) 31,492 ( 51.6%) △ 10,294 △ 24.6%

海 外 3,853 (  6.1%) 2,769 (  4.6%) △  1,083 △ 28.1%

計 62,810 ( 99.2%) 59,931 ( 98.3%) △  2,879 △  4.6%

開発事業等 529 (  0.8%) 1,053 (  1.7%) 524 99.0%

合計 63,340 (100.0%) 60,985 (100.0%) △  2,355 △  3.7%

(2) 個別受注予想

受注高

平成21年３月期通期予想 141,000百万円 △ 9.4％

平成20年３月期通期実績 155,569百万円 △ 2.5％

［個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報］
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