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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6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9月期第3四半期 8,598 32.0 245 ― 223 ― 206 ―
20年9月期第3四半期 6,512 ― △243 ― △226 ― △934 ―

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9月期第3四半期 27.17 ―
20年9月期第3四半期 △123.12 ―

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9月期第3四半期 14,795 7,095 48.0 934.51
20年9月期 15,820 6,927 43.8 912.42

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  7,095百万円 20年9月期  6,927百万円

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9月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年9月期 ― ― ―
21年9月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 12,512 64.4 135 ― 97 ― 43 ― 5.67

- 1 -



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 
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
可能性があります。 

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9月期第3四半期 7,600,000株 20年9月期  7,600,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  7,088株 20年9月期  7,088株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 7,592,912株 20年9月期第3四半期 7,594,143株

- 2 -



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気悪化の下げ止まり感はあるものの、企業の収益の状況、

雇用情勢は厳しく、さらに個人消費は引続いて減少傾向で推移しており極めて厳しい経済環境であります。 

 建設業界におきましては、国、地方ともに公共投資は減少傾向は続いており、さらに民間企業における設備投資

は、先行き不透明な状況により抑制傾向にあり厳しい受注環境が続いております。このような中、当社グループ（当

社及び連結子会社、以下同じ。）は当期経営基本方針として「収益の上がる受注体制・評価の上がる成果品の提供を

目指し企業価値の向上を図る。」を掲げ、鋭意努力してまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は85億98百万円となりました。経常利益は第３四半期連結会計期間は第２四半

期連結会計期間に比し季節的要因により売上高が減少したため、第２四半期連結累計期間に比し２億55百万円減益の

２億23百万円なり四半期純利益は２億６百万円となりました。 

ａ.建設事業  

 当第３四半期連結累計期間における建設事業の完成工事高は、71億90百万円となりました。主な完成工事

は、神奈川県 主要地方道藤沢座間厚木線中津川左岸高架橋上部工３億36百万円、鹿児島県 道路改築工事

（青木18-４工区）３億29百万円、鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線 中外埜高架橋外６箇所（PC

けた）３億19百万円であります。なお、第３四半期連結会計期間の完成工事高は主に工事進行基準適用工事に

よる完成工事高であります。営業利益は第２四半期連結会計期間に比し完成工事高が23億78百万円減少となっ

たことにより第２四半期連結累計期間に比し１億10百万円減益の５億74百万円となりました。 

ｂ.コンクリート製品事業 

 当第３四半期連結累計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は、11億53百万円となりました。 

第２四半期連結会計期間に比し季節的要因により売上高が３億30百万円減少し、営業利益は第２四半期連結累

計期間に比し14百万円減益の31百万円となりました。 

ｃ.食品事業 

 当第３四半期連結累計期間における食品事業の売上高は、１億11百万円となりました。第３四半期連結会計

期間の売上高は36百万円でありました。 

 減価償却費、販売費及び一般管理費の負担により、営業損失は53百万円となりました。 

ｄ.不動産賃貸事業 

 当第３四半期連結累計期間における不動産賃貸事業の売上高は１億42百万円となりました。営業利益は22百

万円となりました。 

   

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は147億95百万円で、前連結会計年度末に比し10億25百万円減少し

ました。主な要因は現預金が62百万円増加し、売上債権が41百万円、工事物件の完成引渡し等により未成工事支出金

が６億58百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は76億99百万円と前連結会計年度末に比し11億93百万円減少となりました。主な要因は支払手形・工事未

払金等が５億83百万円増加したものの、未成工事受入金４億42百万円及び短期借入金12億７百万円、長期借入金１億

11百万円の減少によるものであります。 

 純資産は70億95百万円で、前連結会計年度末に比し１億67百万円増加しました。主な要因は利益剰余金の増加額１

億68百万円によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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、短期借入金の減少及び長

期借入金の返済による支出、有形固定資産の取得による支出があったものの、当四半期連結累計期間が２億15百万円

の税金等調整前四半期純利益だったことと、棚卸資産の減少、仕入債務の増加のため、前連結会計期間末に比し１億

13百万円増加し、２億14百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金等が４億40百万円減少したものの、棚卸資産が７億５百万

円減少し、仕入債務が５億83百万円増加しました。さらに、当四半期連結累計期間が２億15百万円の税金等調整前四

半期純利益だったため17億57百万円の増加となりました。 

  

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
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（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、前連結会計年度末に比し定期預金が51百万円減少したものの、機械装置等

の有形固定資産の取得による支出が３億35百万円あったため２億86百万円の減少となりました。 

  

（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、短期借入金が11億18百万円減少し、長期借入金の返済による支出が２億１

百万円あったため13億57百万円の減少となりました。  

   

 平成21年９月期の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表しました「平成20年９月期 決算短信」にお

ける業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、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可能性があります。  

   

 該当事項はありません。 

    

 棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

 棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

   

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 

 棚卸資産の評価基準及び評価方法につきましては、当第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、次のとおり変更しておりま

す。 

ａ.販売用不動産 

 個別法による原価法から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） 

ｂ.製品、仕掛品及び材料 

 総平均法による原価法から総平均法による原価法（貸借対照表価額について収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は、10,677千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、ありません。 

③ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が18か月超、かつ請負金額５億円以上の工事について

は工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できることに

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、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。 

 これにより、売上高が631,570千円、売上総利益が40,768千円増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ40,768千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。  

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 334,291 271,300

受取手形・完成工事未収入金等 1,276,426 1,318,257

販売用不動産 253,836 241,669

未成工事支出金 2,148,022 2,806,481

商品及び製品 194,637 216,492

仕掛品 141,591 123,505

原材料及び貯蔵品 42,118 57,987

その他 211,534 464,317

貸倒引当金 △11,704 △10,166

流動資産合計 4,590,755 5,489,848

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,370,345 2,501,984

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 697,970 350,076

土地 5,275,233 5,318,911

建設仮勘定 1,687 282,812

有形固定資産計 8,345,236 8,453,784

無形固定資産   

のれん 91,605 95,833

その他 27,627 32,821

無形固定資産計 119,232 128,655

投資その他の資産   

投資有価証券 1,038,424 1,032,879

その他 795,860 809,767

貸倒引当金 △93,839 △93,952

投資その他の資産計 1,740,445 1,748,693

固定資産合計 10,204,914 10,331,133

資産合計 14,795,669 15,820,981

- 5 -

コーアツ工業㈱　　（1743）　　平成21年９月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,723,587 2,139,708

短期借入金 1,910,560 3,118,460

未払法人税等 34,700 28,018

未成工事受入金 1,698,630 2,139,307

完成工事補償引当金 4,100 4,200

工事損失引当金 85,500 105,000

賞与引当金 12,881 1,978

その他 402,932 407,454

流動負債合計 6,872,892 7,944,127

固定負債   

長期借入金 703,840 815,260

その他 123,264 133,658

固定負債合計 827,104 948,918

負債合計 7,699,996 8,893,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 4,476,102 4,307,724

自己株式 △2,792 △2,792

株主資本合計 7,070,809 6,902,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,863 25,504

評価・換算差額等合計 24,863 25,504

純資産合計 7,095,673 6,927,935

負債純資産合計 14,795,669 15,820,981
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,598,456

売上原価 7,605,371

売上総利益 993,084

販売費及び一般管理費 747,924

営業利益 245,159

営業外収益  

受取利息 984

受取配当金 3,964

受取賃貸料 6,518

業務受託料 8,191

補助金収入 1,066

法人税等還付加算金 2,760

その他 2,553

営業外収益合計 26,039

営業外費用  

支払利息 43,849

その他 3,864

営業外費用合計 47,714

経常利益 223,483

特別利益  

固定資産売却益 7,576

特別利益合計 7,576

特別損失  

固定資産除却損 4,721

投資有価証券売却損 330

たな卸資産評価損 10,677

特別損失合計 15,729

税金等調整前四半期純利益 215,331

法人税、住民税及び事業税 15,738

法人税等調整額 △6,749

法人税等合計 8,988

四半期純利益 206,343
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６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 215,331

減価償却費 335,015

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,425

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △100

工事損失引当金の増減額（△は減少） △19,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,902

受取利息及び受取配当金 △4,948

支払利息 43,849

有形固定資産除売却損益（△は益） △2,855

たな卸資産評価損 10,677

投資有価証券売却損益（△は益） 330

売上債権の増減額（△は増加） 41,831

たな卸資産の増減額（△は増加） 705,644

その他の流動資産の増減額（△は増加） 249,795

仕入債務の増減額（△は減少） 583,878

未成工事受入金の増減額（△は減少） △440,676

その他の流動負債の増減額（△は減少） 48,155

その他 22,048

小計 1,800,807

利息及び配当金の受取額 4,552

利息の支払額 △40,659

法人税等の支払額 △7,142

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,757,557

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 51,000

有形固定資産の取得による支出 △335,133

有形固定資産の売却による収入 10,537

投資有価証券の取得による支出 △6,961

投資有価証券の売却による収入 11

貸付金の回収による収入 2,389

その他 △8,041

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,198

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） △1,118,000

長期借入金の返済による支出 △201,320

配当金の支払額 △38,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,357,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,990

現金及び現金同等物の期首残高 100,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 214,291
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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規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６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及び、不動産の販売に関する事業 

コンクリート製品事業：コンクリート製品の製造、販売及び型枠の賃貸に関する事業 

食品事業   ：健康食品等の販売及び焼酎等アルコール類の製造、販売に関する事業 

不動産賃貸事業：不動産の賃貸に関する事業 

２．会計処理の方法の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）  

 「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」1.（2）に記載のとおり従来、工期

が18か月超、かつ請負金額５億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成

21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第３四半期連結

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、建設事業において、売上高が631,570千円、営業利益が40,768千円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 日本以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。  

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

  

（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 
（千円） 

コンクリート

製品事業 
（千円）

食品事業 
（千円）

 不動産賃貸 

    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 
 7,190,632  1,153,960  111,034  142,828  8,598,456  －  8,598,456

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  120,765  3,719  803  125,288 (125,288)  －

計  7,190,632  1,274,725  114,753  143,632  8,723,744 (125,288)  8,598,456

営業利益又は営業損失(△)  574,999  31,190  △53,787  22,003  574,405 (329,245)  245,159

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  6,512,454

Ⅱ 売上原価  5,937,066

売上総利益  575,388

Ⅲ 販売費及び一般管理費  819,241

営業損失  243,853

Ⅳ 営業外収益  69,632

Ⅴ 営業外費用  52,645

経常損失  226,866

Ⅵ 特別利益  7,293

Ⅶ 特別損失  684,599

税金等調整前四半期純損失  904,172

税金費用  30,818

四半期純損失  934,991

- 10 -

コーアツ工業㈱　　（1743）　　平成21年９月期　第３四半期決算短信



  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純損益   △904,172

減価償却費  238,834

減損損失  656,971

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △7,868

完成工事補償引当金の増減額（減少：△）   2,700

工事損失引当金の増減額（減少：△）  △124,635

賞与引当金の増減額（減少：△）  △27,872

受取利息及び配当金  △6,409

持分法による投資利益   155

支払利息   32,594

有形固定資産除売却損益（売却益：△）   22,495

投資有価証券売却損   4,832

売上債権の増減額（増加：△）   178,476

棚卸資産の増減額（増加：△）   △430,250

その他流動資産の増減額（増加：△）   159,318

仕入債務の増減額（減少：△）  91,848

未成工事受入金等の増減額（減少：△）   436,231

その他流動負債の増減額（減少：△）   △105,530

その他   △26,411

小計  191,308

利息及び配当金の受取額  5,757

利息の支払額   △32,758

法人税等の支払額   △45,520

営業活動によるキャッシュ・フロー  118,787

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期性預金の純増減額（増加：△）   30,500

有形固定資産の取得による支出   △262,732

有形固定資産の売却による収入   12,609

投資有価証券の取得による支出   △2,998

投資有価証券の売却による収入   10,000

貸付けによる支出   △31,000

貸付金の回収による収入   15,331

その他   27,947

投資活動によるキャッシュ・フロー  △200,343

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：△）   535,000

長期借入金の返済による支出   △272,390

自己株式の取得による支出  △418

配当金の支払額   △75,907

財務活動によるキャッシュ・フロー  186,283

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  104,727

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  346,165

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 
  

 450,893
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(1）生産実績 

 （注） 当社グループのコンクリート製品事業及び食品事業では、生産実績を金額で表示することが困難であります。

したがって、コンクリート二次製品の製造は製品生産重量をもって、また酒類の製造は製品生産容量をもって

生産実績としております。 

(2）受注実績 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）売上実績 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．主な相手先別の売上実績と総売上実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 単位  
当第３四半期連結累計期間 
（自平成20年10月１日  

   至平成21年６月30日） 

建設事業 －  －

コンクリート製品事業 ｔ  8,756

食品事業 ℓ  192,109

不動産賃貸事業 －  －

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自平成20年10月１日  

   至平成21年６月30日）  
（千円）  

建設事業  6,392,785

コンクリート製品事業  1,090,626

食品事業  －

不動産賃貸事業  －

合計  7,483,411

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自平成20年10月１日  

   至平成21年６月30日）  
（千円）  

建設事業  7,190,632

コンクリート製品事業  1,153,960

食品事業   111,034

不動産賃貸事業  142,828

合計  8,598,456

当第３四半期連結累計期間 

相手先 金額（千円） 割合（％） 

 鹿児島県   1,727,390  20.1

 国土交通省  1,166,510  13.6
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(4）当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半期連結

 会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に

 おける売上高に比し第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

  

 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。 

  受注高、売上高、繰越高及び施工高 

当第３四半期累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  

前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減高が含

まれております。 

２．期末繰越高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は受注金額×進捗度によって算出しており、（期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工

高）に一致します。 

４. コンクリート製品事業の期末繰越高のうち施工高及び期中施工高は、受注生産と見込生産を併用しているた

め、計数は把握できておりません。 

５．食品事業については、当社で事業を行っておりませんので、事業区分の記載は省略しております。  

種類別 期首繰越高
（千円） 

期中受注高 
（千円） 

計
（千円） 

期中売上高
（千円） 

期末繰越高 
期中施工高
（千円） 手持高

（千円） うち施工高（千円） 

建設事業                            ％           

橋梁工事  7,332,924  5,508,553 12,841,478 6,164,097 6,677,381  30.5  2,036,618 4,943,225

基礎工事   43,040  530,598 573,638 502,040 71,598  10.3  7,369 504,544

建築工事  115,248  162,266 277,514 167,767 109,747  24.0  26,371 170,974

計  7,491,213  6,201,418 13,692,631 6,833,905 6,858,726  30.2  2,070,358 5,618,744

コンクリート製品事業                                            

製品販売  146,925  1,068,691 1,215,616 1,127,764 87,851  －  － －

型枠賃貸  6,235  7,052 13,287 11,312 1,975  －  － －

計  153,160  1,075,743 1,228,903 1,139,076 89,826  －  － －

不動産賃貸事業  －  － － 143,632 －  －  － －

合計  7,644,373  7,277,161 14,921,534 8,116,614 6,948,552  －  2,070,358 5,618,744

種類別 期首繰越高
（千円） 

期中受注高 
（千円） 計（千円）

期中売上高
（千円） 

期末繰越高 
期中施工高
（千円） 手持高

（千円） うち施工高（千円） 

建設事業           ％     

橋梁工事  5,352,677  7,113,743 12,466,421 5,133,496 7,332,924  44.4  3,257,490 6,709,895

基礎工事  －  642,185 642,185 599,145 43,040  11.3  4,865 604,010

建築工事   24,400  203,400 227,800 112,551 115,248  20.1  23,164 135,716

計  5,377,077  7,959,329 13,336,407 5,845,194 7,491,213  43.9  3,285,519 7,449,622

コンクリート製品事業                 

製品販売  184,159  1,047,115 1,231,275 1,084,350 146,925  －  － －

型枠賃貸  1,472  43,277 44,750 38,515 6,235  －  － －

計  185,631  1,090,393 1,276,025 1,122,865 153,160  －  － －

不動産賃貸事業  －  － － 191,330 －  －  － －

合計  5,562,709  9,049,722 14,612,432 7,159,389 7,644,373  －  3,285,519 7,449,622
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