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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 6,678 2.0 △2,369 ― △2,177 ― △1,396 ―
21年3月期第1四半期 6,545 ― △2,504 ― △2,278 ― △1,598 ―

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

22年3月期第1四半期 △17.34 ―
21年3月期第1四半期 △19.82 ―

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

22年3月期第1四半期 68,882 39,649 57.2 488.96
21年3月期 77,581 40,710 52.2 502.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  39,391百万円 21年3月期  40,478百万円

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

21年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.50 7.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社グループは、業績管理を年次のみで行っているため、第２四半期累計期間の予想を行っておりません。上記に関する事項に関しては、4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」をご覧下さい。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 70,000 9.0 3,000 73.6 2,900 76.7 1,400 365.8 17.38
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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  

(注)前連結会計年度において非連結子会社であった中南米工営(株)については、重要性が増したため当第１四半期連結会計期間より連結子会社に
含めておりますが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

(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  有  
[(注) 詳細は、4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） 

(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 
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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想に関する事項に関しては4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」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 86,656,510株 21年3月期  86,656,510株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,094,473株 21年3月期  6,081,506株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 80,565,880株 21年3月期第1四半期 80,662,607株
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第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、政府
による景気浮揚策や各国協調の金融安定化策により、一部に景気の底入れ感がみられるものの、引き続き
厳しい状況で推移いたしました。 
 日本工営グループを取り巻く経営環境は、政府が経済危機対策・景気浮揚策を打ち出すものの、当社グ
ループに関連する国内公共事業およびわが国ＯＤＡ（政府開発援助）予算（一般会計）が継続的な縮減傾
向にあり、さらに民間企業による設備投資計画にも慎重さが見られるなど、厳しい状況で推移しました。 
 このような状況の下で、当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は18,869百万円、売
上高は6,678百万円、営業損失は△2,369百万円、経常損失は△2,177百万円、四半期純損失は△1,396百万
円となりました。 
 また、第１四半期連結累計期間の売上高6,678百万円は、通期予想売上高70,000百万円に対して9.5％の
達成率となりました。これは当社の主要な顧客である官公庁および電力会社等へのコンサルタントサービ
スや製品の納期が年度末（３月）に集中しているため、売上高の計上が年度末に集中する季節的な変動特
性によるものです。なお、前年および前々年同四半期連結累計期間の売上高の通期売上高に対する達成率
はそれぞれ10.2％と11.9％でした。 
 さらに、販売費及び一般管理費などの費用は年間を通じほぼ均等に発生するため、第１四半期累計期間
の営業利益、経常利益、および純利益ともに損失計上となりました。 
  
（セグメント別の状況） 

  
［国内建設コンサルタント事業］  

 外部顧客に対する受注高は9,329百万円（前年同期比697百万円の減少）となりました。売上高は2,602
百万円（前年同期比346百万円の減少）、営業損失は△2,147百万円（前年同期比208百万円の損失増加）
となりました。 
［海外建設コンサルタント事業］ 

 外部顧客に対する受注高は6,049百万円（前年同期比1,211百万円の減少）となりました。売上高は
2,189百万円（前年同期比539百万円の増加）、営業損失は△13百万円（前年同期比374百万円の損失減
少）となりました。なお、受注高には当連結累計期間期首より連結範囲に含めた中南米工営(株)の前期繰
越受注高2,269百万円が含まれています。 
［電力機器・装置事業］ 

 水車発電機、システム制御機器、変圧器等の製作販売を中心とする電力機器・装置事業の外部顧客に対
する受注高は2,622百万円（前年同期比600百万円の増加）となりました。売上高は950百万円（前年同期
比3百万円の減少）、営業損失は△134百万円（前年同期比11百万円の損失減少）となりました。 
［電力等工事事業］ 

 変電、送電の工事を中心とする電力等工事事業の外部顧客に対する受注高は648百万円（前年同期比211
百万円の増加）となりました。売上高は399百万円（前年同期比93百万円の減少）、営業損失は△152百万
円（前年同期比49百万円の損失増加）となりました。 
［不動産賃貸事業］ 

 不動産賃貸事業の売上高は前年同期から横ばいの315百万円となりました。営業利益は230百万円（前年

同期比4百万円の利益増加）となりました。 
［その他の事業］ 

 ソフトウェアの開発、人材派遣業等を中心とするその他の事業の外部顧客に対する受注高は219百万円
（前年同期比7百万円の減少）となりました。売上高は220百万円（前年同期比37百万円の増加）、営業損
失は△25百万円（前年同期は営業利益3百万円であり、28百万円の利益減少）となりました。 

  

（財政状態の分析） 
当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は68,882百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て8,699百万円の減少となりました。 
 資産の部では、流動資産は32,953百万円となり、前連結会計年度末と比較して9,755百万円の減少とな
りました。これは売上債権の回収による受取手形及び売掛金の19,675百万円の減少と現金及び預金の
4,617百万円の増加、仕掛品の4,090百万円の増加等が主な要因です。 
 固定資産は35,928百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,056百万円の増加となりました。これ
は投資有価証券の購入と時価評価増が主な要因です。 
 負債の部では、流動負債は18,603百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,616百万円の減少とな
りました。これは主に支払手形及び買掛金の3,428百万円の減少、短期借入金の返済による8,036百万円の
減少、前受金の4,128百万円の増加等によるものです。 

・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

日本工営（株） （1954） 平成22年3月期第1四半期決算短信
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固定負債は、10,629百万円となり、前連結会計年度末とほぼ同額となりました。 
 純資産の部は、39,649百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,060百万円の減少となりました。
主な要因は、売上高の計上が年度末に集中する季節的な変動特性による当第１四半期連結累計期間の四半
期純損失1,396百万円、配当金の支払い604百万円、その他有価証券評価差額金の807百万円の増加による
ものです。 
 以上の結果、自己資本比率は57.2％となり前連結会計年度末と比較して5.0ポイント向上しました。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

税金等調整前四半期純損失は2,143百万円のマイナスでしたが、売上債権の回収20,375百万円、前受金増
加3,693百万円等により13,634百万円の収入となりました。これは前年同期比3,519百万円の収入減となり
ます。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により548百万円の支出となりました。
これは前年同期比39百万円の支出減となります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により8,585百万円の支出となりました。
これは前年同期比2,409百万円の支出増となります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、中南米工営(株)の新規連結に伴う増加額と併
せ前連結会計年度末に比べ4,617百万円増加の11,215百万円となりました。 
  

平成21年度の連結業績予想につきましては、本年５月20日の公表値から変更はありません。 
なお、当社グループは、官公庁を顧客とする建設コンサルタント事業、および電力会社を顧客とする電力
エンジニアリング事業を主な事業内容としております。  
 両事業とも顧客の会計年度の後半から期末にかけて、工期・納期を迎える契約が著しく多いため、当社
グループの売上高は下半期に集中する事業特性を有しています。  
 これらの事情から、当社グループにおいて上半期の業績につき精度の高い予想を行うことは極めて困難
であるため、第２四半期連結累計期間業績予想を行っておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
(注)前連結会計年度において非連結子会社であった中南米工営(株)については、重要性が増した

ため当第１四半期連結会計期間より連結子会社に含めておりますが、開示府令第19条第８項に規
定する特定子会社には該当いたしません。 

  

①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 
た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②原価差異の繰延処理 
操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期末日まで 

にほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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

日本工営（株） （1954） 平成22年3月期第1四半期決算短信

4



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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,211 6,593

受取手形及び売掛金 6,051 25,727

有価証券 18 17

商品及び製品 94 96

仕掛品 10,766 6,676

原材料及び貯蔵品 216 208

その他 4,733 3,569

貸倒引当金 △138 △179

流動資産合計 32,953 42,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,578 9,613

土地 13,644 13,644

その他（純額） 1,052 1,062

有形固定資産合計 24,275 24,320

無形固定資産   

のれん 1,779 1,857

その他 516 522

無形固定資産合計 2,296 2,380

投資その他の資産   

投資有価証券 7,485 6,279

その他 2,114 2,137

貸倒引当金 △243 △245

投資その他の資産合計 9,356 8,171

固定資産合計 35,928 34,871

資産合計 68,882 77,581

日本工営（株） （1954） 平成22年3月期第1四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,189 5,617

短期借入金 154 8,190

未払法人税等 103 527

前受金 10,399 6,270

賞与引当金 843 1,568

工事損失引当金 180 136

その他 4,732 3,909

流動負債合計 18,603 26,219

固定負債   

長期借入金 4,403 4,433

退職給付引当金 3,028 2,953

役員退職慰労引当金 108 114

負ののれん 53 57

その他 3,035 3,092

固定負債合計 10,629 10,651

負債合計 29,232 36,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,393 7,393

資本剰余金 6,131 6,131

利益剰余金 28,977 30,868

自己株式 △2,020 △2,017

株主資本合計 40,482 42,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,090 △1,898

評価・換算差額等合計 △1,090 △1,898

少数株主持分 258 232

純資産合計 39,649 40,710

負債純資産合計 68,882 77,581

日本工営（株） （1954） 平成22年3月期第1四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,545 6,678

売上原価 5,554 5,518

売上総利益 991 1,160

販売費及び一般管理費 3,495 3,529

営業損失（△） △2,504 △2,369

営業外収益   

受取利息 10 21

受取配当金 71 87

為替差益 162 95

負ののれん償却額 19 3

その他 31 29

営業外収益合計 295 236

営業外費用   

支払利息 50 29

投資有価証券売却損 16 －

その他 2 15

営業外費用合計 69 45

経常損失（△） △2,278 △2,177

特別利益   

貸倒引当金戻入額 40 42

その他 0 0

特別利益合計 40 42

特別損失   

投資有価証券売却損 － 3

固定資産除却損 － 5

過年度源泉税 28 －

たな卸資産評価損 190 －

その他 2 －

特別損失合計 221 8

税金等調整前四半期純損失（△） △2,458 △2,143

法人税、住民税及び事業税 55 117

法人税等調整額 △901 △862

法人税等合計 △846 △745

少数株主損失（△） △13 △0

四半期純損失（△） △1,598 △1,396
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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）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４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損失（△） △2,458 △2,143

減価償却費 286 255

のれん償却額 58 74

投資有価証券売却損益（△は益） 17 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △322 △724

受取利息及び受取配当金 △81 △108

売上債権の増減額（△は増加） 21,818 20,375

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,849 △4,081

仕入債務の増減額（△は減少） △3,608 △3,557

前受金の増減額（△は減少） 6,207 3,693

未払消費税等の増減額（△は減少） △340 △277

その他 △192 656

小計 17,534 14,166

利息及び配当金の受取額 53 109

利息の支払額 △81 △47

法人税等の支払額 △352 △593

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,154 13,634

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 △81 △126

投資有価証券の取得による支出 △468 △542

投資有価証券の売却及び償還による収入 89 106

貸付けによる支出 △110 △13

その他 △17 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △587 △548

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） △5,500 △8,000

長期借入金の返済による支出 △65 △65

リース債務の返済による支出 － △22

配当金の支払額 △605 △490

その他 △5 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,176 △8,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,398 4,505

現金及び現金同等物の期首残高 4,899 6,597

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 112

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,298 11,215
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) （１）事業の種類、性質を考慮して、事業区分を行っております。 

 （２）各事業は主に以下の内容から成り立っております。 

    国内建設コンサルタント事業・・・・日本国内の建設コンサルタント事業 

海外建設コンサルタント事業・・・・日本国外の建設コンサルタント事業 

電力機器・装置事業・・・・・・・・水車発電機、システム制御機器、変圧器等の製造販売 

電力等工事事業・・・・・・・・・・変電、送電等の工事 

不動産賃貸事業・・・・・・・・・・不動産賃貸事業 

その他の事業・・・・・・・・・・・ソフトウェアの開発等、人材派遣業等 

  

(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】

国内建設 
コンサル
タント 
事業

海外建設
コンサル
タント 
事業

電力機
器・装置
事業 
 

電力等
工事事業

 

不動産
賃貸事業

 

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,949 1,650 954 493 315 183 6,545 ─ 6,545

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7 ─ ─ 93 48 277 427 (427) ─

計 2,957 1,650 954 586 363 460 6,973 (427) 6,545

 営業費用 4,895 2,038 1,100 689 137 457 9,319 (269) 9,049

 営業利益又は営業損失（△） △1,938 △388 △146 △102 225 3 △2,346 (158) △2,504
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) （１）事業の種類、性質を考慮して、事業区分を行っております。 

 （２）各事業は主に以下の内容から成り立っております。 

    国内建設コンサルタント事業・・・・日本国内の建設コンサルタント事業 

海外建設コンサルタント事業・・・・日本国外の建設コンサルタント事業 

電力機器・装置事業・・・・・・・・水車発電機、システム制御機器、変圧器等の製造販売 

電力等工事事業・・・・・・・・・・変電、送電等の工事 

不動産賃貸事業・・・・・・・・・・不動産賃貸事業 

その他の事業・・・・・・・・・・・ソフトウェアの開発等、人材派遣業等 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当連結会社は日本に所在するため、所在地別セグメント情報の開示に該当しません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当連結会社は日本に所在するため、所在地別セグメント情報の開示に該当しません。 

  

  

国内建設 
コンサル
タント 
事業

海外建設
コンサル
タント 
事業

電力機
器・装置
事業 
 

電力等
工事事業

 

不動産
賃貸事業

 

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,602 2,189 950 399 315 220 6,678 ─ 6,678

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 0 ─ 84 49 267 405 (405) ─

計 2,605 2,190 950 483 365 488 7,083 (405) 6,678

 営業費用 4,752 2,203 1,085 636 134 513 9,326 (278) 9,047

 営業利益又は営業損失（△） △2,147 △13 △134 △152 230 △25 △2,242 (126) △2,369

【所在地別セグメント情報】
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

（１）国または地域の区分の方法      地理的近接度によります。 

（２）各区分に属する主な国または地域   アジア  ：ベトナム、インドネシア、インド 

                     中近東  ：カタール、トルコ 

                     アフリカ ：モロッコ、ケニア、チュニジア 

                     中南米  ：エルサルバドル、ペルー、ジャマイカ 

                     その他  ：キルギス 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

（１）国または地域の区分の方法      地理的近接度によります。 

（２）各区分に属する主な国または地域   アジア  ：ベトナム、インドネシア、フィリピン 

                     中近東  ：イラク、カタール、トルコ 

                     アフリカ ：モロッコ、ケニア、リビア 

                     中南米  ：パラグアイ、ペルー、パナマ 

                     その他  ：キルギス、パプアニューギニア、ウクライナ 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】

アジア 中近東 アフリカ 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,256 101 151 98 61 1,669

Ⅱ 連結売上高(百万円) 6,545

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％)

19.1 1.5 2.3 1.5 0.9 25.5

アジア 中近東 アフリカ 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,106 270 141 478 176 2,174

Ⅱ 連結売上高(百万円) 6,678

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％)

16.5 4.0 2.1 7.1 2.6 32.5

(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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受注および販売の状況 
  

 
（注)1.当第１四半期連結会計期間より連結子会社とした中南米工営㈱の連結開始時の受注残2,269百万円を含めて

おります。 

  2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  3.上記の金額は外部顧客に対するもので、セグメント間の内部取引および振替高は含まれておりません。 

6. その他の情報

期   別 
前年同四半期
平成21年３月期 

第１四半期累計期間

当四半期
平成22年３月期 

第１四半期累計期間

（参考）前期
（平成21年３月期）

区   分

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比 
(％)

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

受
注
高

 国内建設コンサルタント事業 10,026 50.2 9,329 49.4 34,598 52.4

 海外建設コンサルタント事業 7,260 36.3 (注1)6,049 32.1 19,113 29.0

 電力機器・装置事業 2,022 10.1 2,622 13.9 8,753 13.3

 電力等工事事業 437 2.2 648 3.4 2,640 4.0

 その他の事業 227 1.1 219 1.2 891 1.3

 不動産賃貸事業 - - -

 合計 19,974 100.0 18,869 100.0 65,997 100.0

期   別 
前年同四半期
平成21年３月期 

第１四半期累計期間

当四半期
平成22年３月期 

第１四半期累計期間

（参考）前期
（平成21年３月期）

区   分

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比 
(％)

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

売
上
高

 国内建設コンサルタント事業 2,949 45.1 2,602 39.0 36,366 56.7

 海外建設コンサルタント事業 1,650 25.2 2,189 32.8 14,602 22.7

 電力機器・装置事業 954 14.6 950 14.2 8,101 12.6

 電力等工事事業 493 7.5 399 6.0 3,006 4.7

 その他の事業 183 2.8 220 3.3 859 1.3

 不動産賃貸事業 315 4.8 315 4.7 1,261 2.0

 合計 6,545 100.0 6,678 100.0 64,198 100.0

期   別 
前年同四半期
平成21年３月期 

第１四半期累計期間

当四半期
平成22年３月期 

第１四半期累計期間

（参考）前期
（平成21年３月期）

区   分

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比 
(％)

金 額 
(百万円)

構成比
(％)

受
注
残
高

 国内建設コンサルタント事業 22,507 39.2 20,388 34.4 13,661 29.2

 海外建設コンサルタント事業 31,397 54.6 34,157 57.6 30,298 64.7

 電力機器・装置事業 2,103 3.6 3,360 5.6 1,688 3.6

 電力等工事事業 1,417 2.5 1,356 2.3 1,106 2.4

 その他の事業 59 0.1 47 0.1 47 0.1

 不動産賃貸事業 - - -

 合計 57,485 100.0 59,309 100.0 46,802 100.0
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