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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 9,162 ― △562 ― △549 ― △337 ―
20年3月期第2四半期 10,039 △1.8 △257 ― △258 ― △194 ―

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 △18.21 ―
20年3月期第2四半期 △10.49 ―

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 17,207 3,068 17.8 165.38
20年3月期 22,114 3,407 15.4 183.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,068百万円 20年3月期  3,407百万円

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  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 30,300 △4.9 340 △10.0 320 △14.9 100 △53.8 5.39

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．その他をご覧下さい。  

(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．業績予想は、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。 
  なお、業績予想に関する事項については２ページ〔定性的情報・財務諸表等〕３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
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。  

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  18,555,000株 20年3月期  18,555,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,250株 20年3月期  2,250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  18,552,750株 20年3月期第2四半期  18,552,750株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した米国の金融危機の

拡大化が株安・円高を惹起し、原油等の資源価格高騰の影響もあり、企業収益の減少や個人消費に抑制基

調の兆しがみえるなど、景気後退が鮮明になってきました。 

 道路建設業界におきましては、道路特定財源の暫定税率の遅延決着が公共工事の発注に時期ずれを伴

い、また、原油関連素材で舗装の主材料となるアスファルト価格が高騰したことも加わって、経営環境の

厳しさは、更に増加する状況で推移しました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高91億62百万円（前年同期比8.7％

減少）、経常損失５億49百万円（前年同期は経常損失２億58百万円）、四半期純損失３億37百万円（前年

同期は四半期純損失１億94百万円）となりました。 

  

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第２四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  
  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少により、前連結会計年度末より49億７百万円減少

し、172億７百万円になりました。 

 負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少により、前連結会計年度末より45億68百万円減少し、141

億38百万円になりました。 

 純資産は、四半期純損失による利益剰余金の減少等により30億68百万円になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少69億77百万円、たな卸資産の増加21億52百万

円、仕入債務の減少60億19百万円等により、３億６百万円の資金の減少となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出等により１億34百万円の資金の減少となり

ました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済によって３百万円の資金の減

少となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首より４億44百万円減少し、22億60百万円とな

っております。 

  
  

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

  

〔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
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理の適用) 

① 貸倒見積高を算定する方法 
一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しています。 
  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 
  

③ 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。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 

① 税金費用の計算 
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま
す。 
 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

  
①  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)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 

従来、原価法によっていましたが、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、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。 
 なお、この適用による当第２四半期連結累計期間に係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日以降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方法に準じた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会計基準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、引き続き通常の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す。 
 この適用による当第２四半期連結累計期間に係る影響は軽微であります。 

  

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)

(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 2,260 2,704 

受取手形・完成工事未収入金等 4,821 11,799 

未成工事支出金 4,685 2,547 

販売用不動産 2 2 

材料貯蔵品 145 131 

その他 725 324 

貸倒引当金 △57 △57 

流動資産合計 12,585 17,452 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,062 1,099 

機械及び装置（純額） 415 426 

土地 2,778 2,778 

その他（純額） 35 19 

有形固定資産合計 4,292 4,324 

無形固定資産 66 63 

投資その他の資産 

破産更生債権等 141 124 

その他 295 312 

貸倒引当金 △173 △163 

投資その他の資産合計 263 273 

固定資産合計 4,622 4,661 

資産合計 17,207 22,114 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 8,325 14,345 

未払法人税等 38 160 

未成工事受入金 3,438 1,783 

完成工事補償引当金 26 26 

賞与引当金 7 9 

工事損失引当金 156 177 

その他 489 593 

流動負債合計 12,483 17,094 

固定負債 

退職給付引当金 1,156 1,113 

その他 499 498 

固定負債合計 1,655 1,612 

負債合計 14,138 18,706 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,329 1,329 

資本剰余金 1,541 1,541 

利益剰余金 △5 332 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 2,865 3,203 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 3 4 

土地再評価差額金 199 199 

評価・換算差額等合計 202 203 

純資産合計 3,068 3,407 

負債純資産合計 17,207 22,114 
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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 9,162 

売上原価 8,893 

売上総利益 268 

販売費及び一般管理費 831 

営業損失（△） △562 

営業外収益 

受取利息 15 

受取地代家賃 5 

雑収入 8 

営業外収益合計 29 

営業外費用 

支払利息 7 

支払保証料 5 

雑支出 3 

営業外費用合計 16 

経常損失（△） △549 

特別利益 

前期損益修正益 2 

固定資産売却益 4 

国庫補助金 1 

特別利益合計 8 

特別損失 

固定資産除却損 21 

固定資産圧縮損 1 

投資有価証券評価損 12 

特別損失合計 35 

税金等調整前四半期純損失（△） △576 

法人税等 △238 

四半期純損失（△） △337 
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 (第２四半期連結会計期間)

（単位：百万円） 

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 5,708 

売上原価 5,414 

売上総利益 293 

販売費及び一般管理費 384 

営業損失（△） △90 

営業外収益 

受取利息 7 

受取地代家賃 0 

雑収入 4 

営業外収益合計 12 

営業外費用 

支払利息 4 

支払保証料 1 

雑支出 1 

営業外費用合計 7 

経常損失（△） △86 

特別利益 

前期損益修正益 2 

固定資産売却益 1 

特別利益合計 3 

特別損失 

固定資産除却損 20 

投資有価証券評価損 12 

特別損失合計 32 

税金等調整前四半期純損失（△） △116 

法人税等 △41 

四半期純損失（△） △74 
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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（△） △576 

減価償却費 127 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △20 

受取利息及び受取配当金 △16 

支払利息 7 

前期損益修正損益（△は益） △2 

有形固定資産売却損益（△は益） △4 

固定資産除却損 21 

投資有価証券評価損益（△は益） 12 

売上債権の増減額（△は増加） 6,977 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,152 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △144 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △21 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,019 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,655 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △74 

その他 0 

小計 △174 

利息及び配当金の受取額 16 

利息の支払額 △7 

補助金の受取額 1 

法人税等の支払額 △143 

営業活動によるキャッシュ・フロー △306 

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 △136 

有形固定資産の売却による収入 11 

有形固定資産の除却による支出 △8 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △134 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △444 

現金及び現金同等物の期首残高 2,704 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,260 
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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)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。 

  

 該当事項はありません。 

  

     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) 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) 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業   ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業 

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業 

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  (事業の種類別セグメント情報)

建設事業 
 

(百万円)

製造・
販売事業 
(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

4,611 1,096 ― 5,708 ― 5,708

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 284 ― 284 (284) ―

計 4,611 1,381 ― 5,993 (284) 5,708

営業利益又は営業損失(△) △28 31 0 3 ( 94) △90

建設事業 
 

(百万円)

製造・
販売事業 
(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

7,139 2,018 4 9,162 ― 9,162

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 480 ― 480 (480) ―

計 7,139 2,498 4 9,643 (480) 9,162

営業利益又は営業損失(△) △291 △62 4 △350 (211) △562
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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) 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありませ

ん。 

  

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) 

  

海外売上高がありませんので該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 (所在地別セグメント情報)

  (海外売上高)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) (要約) 中間連結損益計算書 

 
  

〔参考資料〕

1. 前四半期に係る財務諸表

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 7,975

   製品等売上高 2,064 10,039

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 7,515

   製品等売上原価 1,958 9,474

   売上総利益

    完成工事総利益 459

    製品等売上総利益 105 565

Ⅲ 販売費及び一般管理費 823

   営業損失(△) △257

Ⅳ 営業外収益 30

Ⅴ 営業外費用 32

   経常損失(△) △258

Ⅵ 特別利益 10

Ⅶ 特別損失 21

   税金等調整前中間純損失(△) △269

   法人税、住民税及び事業税 21

   法人税等調整額 △96 △74

   中間純損失(△) △194
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(2) (要約) 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(△) △269

   減価償却費 118

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △87

   退職給付引当金の増減額(△は減少) 33

   賞与引当金の増減額(△は減少) 0

   完成工事補償引当金の増減額(△は減少) △3

   工事損失引当金の増減額(△は減少) △33

   受取利息及び受取配当金 △20

   支払利息 23

   固定資産除却損等 3

   工場再編費用 18

   売上債権の増減額(△は増加) 6,271

   たな卸資産の増減額(△は増加) △2,674

   その他の流動資産の増減額(△は増加) △264

   仕入債務の増減額(△は減少) △4,266

   未成工事受入金の増減額(△は減少) 1,840

   その他の流動負債の増減額(△は減少) △352

   その他 357

    小計 694

   利息及び配当金の受取額 20

   利息の支払額 △23

   法人税等の支払額 △43

      営業活動によるキャッシュ・フロー 648

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 △105

   有形固定資産の売却による収入 13

   有形固定資産の除却等による支出 △14

   連結子会社株式の追加取得による支出 △16

   長期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 △118

Ⅲ 財務活動によるキャツシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(△は減少) △967

   ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2

   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 △970

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △440

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,780

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,339
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  1) 平成21年３月期第２四半期の個別業績(平成20年４月１日～平成20年９月30日) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  2) 平成21年３月期の個別業績予想(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) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  
  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成20年３月期 決算短信」(平成20年５月15日付)
にて公表したものから変更はありません。 

２．業績予想は、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。 

  

  

（参考）

1.  個別業績の概要

 (1) 個別経営成績(累計)

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 9,043 ― △552 ― △540 ― △333 ―

20年３月期第２四半期 9,964 △2.0 △239 ― △242 ― △177 ―

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 △17 95 ―
20年３月期第２四半期 △9 58 ―

 (2) 個別財政状態

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 17,127 3,052 17.8 164 52

20年３月期 21,992 3,386 15.4 182 53

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 3,052百万円 20年３月期 3,386百万円

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 30,000 △4.6 340 △8.8 320 △13.2 100 △51.6 5 39

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成しています

が、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

2.  (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度末に係る

当第２四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成20年９月30日) (平成20年３月31日)
資産の部

流動資産
現金預金 2,234 2,614
受取手形・完成工事未収入金等 4,770 11,748
未成工事支出金 4,632 2,513
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 145 131
その他 719 320
貸倒引当金 △57 △57
流動資産合計 12,448 17,273

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 1,062 1,099
機械及び装置(純額) 415 426
土地 2,778 2,778
その他(純額) 35 19
有形固定資産合計 4,292 4,323

無形固定資産 66 63
投資その他の資産

破産更生債権等 141 124
その他 353 369
貸倒引当金 △173 △163
投資その他の資産合計 320 331

固定資産合計 4,679 4,718
資産合計 17,127 21,992

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 8,334 14,299
未払法人税等 37 157
未成工事受入金 3,398 1,763
完成工事補償引当金 26 26
工事損失引当金 156 177
その他 478 580
流動負債合計 12,432 17,004

固定負債
退職給付引当金 1,143 1,102
その他 499 498
固定負債合計 1,642 1,601

負債合計 14,075 18,605
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 △21 311
自己株式 △0 △0
株主資本合計 2,849 3,182

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 3 4
土地再評価差額金 199 199
評価・換算差額等合計 202 203

純資産合計 3,052 3,386
負債純資産合計 17,127 21,992
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 当四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

(2) (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

前中間会計期間 当第２四半期累計期間 当第２四半期会計期間
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 (自 平成20年７月１日
  至 平成19年９月30日)  至 平成20年９月30日)  至 平成20年９月30日)

売上高 9,964 9,043 5,631

売上原価 9,410 8,791 5,351

売上総利益 553 252 279

販売費及び一般管理費 793 804 372

営業損失(△) △239 △552 △92

営業外収益

受取利息 18 15 7

雑収入 10 12 3

営業外収益合計 29 28 11

営業外費用

支払利息 23 7 4

雑支出 8 8 2

営業外費用合計 32 16 7

経常損失(△) △242 △540 △89

特別利益

前期損益修正益 ― 2 2

固定資産売却益 ― 1 1

国庫補助金 ― 1 ―

償却済債権取立益 10 ― ―

特別利益合計 10 6 3

特別損失

固定資産売却損 0 ― ―

固定資産除却損 2 21 20

固定資産圧縮損 ― 1 ―

投資有価証券評価損 ― 12 12

工場再編費用 18 ― ―

特別損失合計 21 35 32

税引前四半期(中間)純損失(△) △253 △569 △118

法人税等 △76 △236 △43

四半期(中間)純損失(△) △177 △333 △75
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   (1) 個別受注実績(平成20年４月１日～平成20年９月30日) 

                      (百万円未満切捨) 

 
(注)  １．受注高は当第２四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注)  ( )内のパーセント表示は、構成比率 

  

   (2) 個別受注予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

                      (百万円未満切捨) 

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

                                        以 上 

6. その他の情報

  四半期個別受注の概要

受 注 高

百万円 ％

21年３月期第２四半期 11,089 △20.2

20年３月期第２四半期 13,896 5.5

前第２四半期
 (自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

当第２四半期
(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

工
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 6,092 43.8 3,522 31.8 △2,570 △42.2

部 民     間 5,736 41.3 5,540 49.9 △196 △3.4

門 計 11,828 85.1 9,062 81.7 △2,766 △23.4

製 品 等 部 門 2,067 14.9 2,027 18.3 △40 △2.0

合       計 13,896 100.0 11,089 100.0 △2,807 △20.2

通   期

百万円 ％

21年３月期予想 30,000 △5.4

20年３月期実績 31,697 5.1
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