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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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12月期第2四半期 69,753 ― 1,890 ― 1,561 ― △3,204 ―

20年12月期第2四半期 68,574 △12.9 △4,092 ― △4,335 ― △4,462 ―

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12月期第2四半期 △71.76 ―

20年12月期第2四半期 △99.75 ―

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12月期第2四半期 136,760 27,556 19.1 585.30
20年12月期 144,599 32,688 20.3 656.79

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  26,133百万円 20年12月期  29,327百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 142,000 △11.6 2,300 ― 1,800 ― △3,300 ― △73.90
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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  

(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．上記業績予想は、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．当連結会計年度から「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12月期第2四半期 44,940,557株 20年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 290,625株 20年12月期 287,063株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 44,651,558株 20年12月期第2四半期 44,737,304株
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 当第２四半期累計期間においては、工事売上高が前年中間期を上回ったことに加え、工事利益率が改善したことに

より、売上総利益が増加しました。また、昨年行った当社の人員削減による人件費の抑制や連結子会社株式を売却し

たため、一般管理費が減少し営業利益は18億円余（前年中間期は損失40億円余）、経常利益は15億円余（前年中間期

は損失43億円余）となりました。四半期純損益については、第１四半期会計期間において連結子会社である㈱湯巡り

万華郷の株式売却益３億円余、役員退職慰労金制度廃止に伴う引当金戻入益２億円余を特別利益に計上し、特別損失

として棚卸資産の評価に関する会計基準を第１四半期連結会計期間より適用し、販売用不動産評価損11億円余、連結

子会社である福田道路㈱の早期退職者募集等に係る割増退職金７億円余などを計上いたしました。第２四半期会計期

間では、７月１日を期日とする連結子会社間の会社分割に際して、分割資産（不動産）の保有目的を見直す予定であ

ることから、22億円余の減損損失を計上し、回収可能価額まで帳簿価額を切り下げております。この結果、32億円余

の四半期純損失（前年中間期は損失44億円余）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 売掛金の回収が進み現金預金が

152億円余増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等は89億円余減少したことに加え未成工事支出金等も55億円

余減少しております。また、連結子会社の固定資産に対して減損損失を計上したことから、有形固定資産が減少し、

総資産は78億円余減少いたしました。負債の部は買掛金の決済が進み支払手形・工事未払金等などが減少し、負債合

計で27億円余減少しております。 

  

  

 本年第３四半期において、連結子会社間で会社分割を行い、分割資産について保有目的を変更し、評価見直しを行

う予定でありますが、その評価に依った評価損及び減損損失を当第２四半期で計上しております。通期業績予想につ

きましては、当該減損損失は通期業績予想に織り込み済みであり、本年７月２日公表の予想数値に変更はありませ

ん。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

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会計処理基準に関する事項の変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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から「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、主として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。これにより、営業利益及び経常利益は113百万円減少し、税金等

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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調整前四半期純損失は、1,225百万円増加しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

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日以後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、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 
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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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 32,641 17,434

受取手形・完成工事未収入金等 38,294 47,240

有価証券 20 20

販売用不動産 4,878 5,450

未成工事支出金等 9,719 15,257

不動産事業支出金 9,020 8,136

その他のたな卸資産 305 328

その他 4,966 8,904

貸倒引当金 △4,958 △5,532

流動資産合計 94,887 97,241

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 22,312 25,261

機械、運搬具及び工具器具備品 14,968 15,479

土地 18,461 19,419

その他 52 17

減価償却累計額 △27,310 △28,173

有形固定資産計 28,483 32,004

無形固定資産 813 1,793

投資その他の資産   

投資有価証券 9,259 9,524

長期貸付金 1,211 1,529

繰延税金資産 467 515

その他 3,288 3,660

貸倒引当金 △1,651 △1,669

投資その他の資産計 12,575 13,560

固定資産合計 41,873 47,357

資産合計 136,760 144,599
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（単位：百万円）

当第２四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 33,815 39,426

短期借入金 48,909 44,787

未払法人税等 400 197

未成工事受入金 8,230 9,013

引当金 649 643

その他 4,513 3,343

流動負債合計 96,519 97,412

固定負債   

長期借入金 4,041 6,058

繰延税金負債 177 167

再評価に係る繰延税金負債 1,901 1,949

引当金   

退職給付引当金 2,990 3,551

その他の引当金 415 459

引当金計 3,406 4,010

負ののれん 1,037 91

その他 2,119 2,220

固定負債合計 12,684 14,498

負債合計 109,204 111,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 17,326 20,644

自己株式 △115 △115

株主資本合計 28,366 31,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124 113

土地再評価差額金 △2,357 △2,470

評価・換算差額等合計 △2,232 △2,356

少数株主持分 1,422 3,360

純資産合計 27,556 32,688

負債純資産合計 136,760 144,599
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  

完成工事高 62,566

不動産事業売上高 1,154

その他の事業売上高 6,032

売上高合計 69,753

売上原価  

完成工事原価 57,726

不動産事業売上原価 1,056

その他の事業売上原価 4,933

売上原価合計 63,716

売上総利益  

完成工事総利益 4,839

不動産事業総利益 98

その他の事業総利益 1,099

売上総利益合計 6,037

販売費及び一般管理費 4,146

営業利益 1,890

営業外収益  

受取利息 57

負ののれん償却額 62

その他 175

営業外収益合計 295

営業外費用  

支払利息 434

その他 190

営業外費用合計 625

経常利益 1,561

特別利益  

固定資産売却益 237

投資有価証券売却益 322

貸倒引当金戻入額 340

その他 230

特別利益合計 1,130

特別損失  

販売用不動産評価損 1,111

減損損失 2,327

その他 1,449

特別損失合計 4,888

税金等調整前四半期純損失（△） △2,196

法人税、住民税及び事業税 344

法人税等調整額 551

法人税等合計 896

少数株主利益 111

四半期純損失（△） △3,204
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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21年１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 △2,196

減価償却費 657

減損損失 2,327

負ののれん償却額 △62

貸倒引当金の増減額（△は減少） △544

賞与引当金の増減額（△は減少） 89

工事損失引当金の増減額（△は減少） △52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △560

受取利息及び受取配当金 △98

支払利息 434

その他の引当金の増減額（△は減少） 136

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 210

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △318

固定資産売却損益（△は益） △170

持分法による投資損益（△は益） 26

売上債権の増減額（△は増加） 8,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,653

その他の資産の増減額（△は増加） 2,253

仕入債務の増減額（△は減少） △5,504

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,068

その他の負債の増減額（△は減少） 1,392

その他 35

小計 11,362

利息及び配当金の受取額 100

利息の支払額 △361

法人税等の支払額 △141

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,960
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △423

定期預金の払戻による収入 203

有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △147

有形固定資産の売却による収入 334

無形固定資産の取得による支出 △95

投資有価証券の取得による支出 △9

投資有価証券の売却による収入 42

子会社株式の取得による支出 △145

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,056

長期貸付けによる支出 △50

長期貸付金の回収による収入 344

その他の支出 △222

その他の収入 59

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,947

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） 4,870

長期借入金の返済による支出 △2,764

自己株式の取得による支出 △8

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △12

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,986

現金及び現金同等物の期首残高 17,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,229
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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２四半期連結会計期間（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内容 

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売等 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 ４．その他(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」②に記載の

とおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

会計期間の営業利益は、不動産事業で113百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）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内容 

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売等 

（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〕

  
建設事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

その他事業
（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  24,354  619  2,018  26,992  －  26,992

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2  21  509  533 ( )533  －

計  24,356  641  2,528  27,526 ( )533  26,992

営業利益又は営業損失(△)  270  △105  224  389 ( )88  300

  
建設事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

その他事業
（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  62,566  1,154  6,032  69,753  －  69,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 20  43  1,272  1,336 ( )1,336  －

計  62,586  1,198  7,305  71,089 ( )1,336  69,753

営業利益又は営業損失(△)  1,300  △53  759  2,007 ( )116  1,890

㈱福田組(1899)  平成21年12月期第２四半期決算短信

10



３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 ４．その他(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」②に記載の

とおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益は、不動産事業で113百万円減少しております。 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年６月30日）   

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年１月１日 至平成21年６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。  

  

 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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「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20年１月１日 
  至 平成20年６月30日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高   

   完成工事高  59,197

   不動産事業売上高  1,881

   その他事業売上高  7,496

売上高計  68,574

Ⅱ 売上原価   

   完成工事原価  56,846

   不動産事業原価  1,328

     その他事業原価  6,424

売上原価計  64,599

売上総利益   

 完成工事総利益  2,350

 不動産事業総利益  553

 その他事業総利益  1,071

売上総利益計   3,975

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,068

営業損失（△） △4,092

Ⅳ 営業外収益  321

Ⅴ 営業外費用  563

経常損失（△） △4,335

Ⅵ 特別利益  7,356

Ⅶ 特別損失  9,116

税金等調整前中間純損失
（△） 

△6,095

税金費用 △1,698

少数株主利益  65

中間純損失（△） △4,462
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  四半期個別財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  
  

６．その他の情報

  （単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成21年６月30日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成20年12月31日） 

資産の部      

流動資産     

現金及び預金  19,465  10,483

受取手形及び完成工事未収
入金等  29,554  32,270

販売用不動産  1,843   2,153

未成工事支出金等  6,326  9,839

不動産事業支出金  8,686  7,400

その他  4,134  7,602

貸倒引当金  △4,803  △5,282

流動資産合計  65,208  64,467

固定資産     

有形固定資産  10,577  10,918

無形固定資産  47  37

投資その他の資産  11,570  11,368

固定資産合計  22,195  22,325

資産合計  87,403  86,792
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

（単位：百万円）

  
当第２四半期会計期間末

  
（平成21年６月30日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成20年12月31日） 

負債の部      

流動負債      

支払手形・工事未払金等   22,829  26,346

短期借入金   37,011  32,952

未払法人税等   65  67

引当金   561  522

その他   8,032  7,960

流動負債合計   68,498  67,848

固定負債      

長期借入金   2,020  3,611

退職給付引当金   1,622  1,730

その他   1,312  1,474

固定負債合計   4,955  6,815

負債合計   73,453  74,664

純資産の部         

株主資本         

資本金   5,158   5,158 

資本剰余金   5,996   5,996 

利益剰余金   3,842   2,148 

自己株式   △114   △114

株主資本合計   14,882   13,188 

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   125   110 

土地再評価差額金   △1,058   △1,171

評価・換算差額等合計   △932   △1,060

純資産合計   13,949   12,127 

負債純資産合計   87,403   86,792 
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(2）四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間） 

  

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  （単位：百万円）

  
当第２四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

売上高    

 完成工事高   38,514

 不動産事業売上高   202

売上高計   38,716

売上原価    

 完成工事原価   35,837

 不動産事業売上原価   125

売上原価計   35,962

売上総利益    

 完成工事総利益   2,676

 不動産事業総利益   77

売上総利益計   2,754

販売費及び一般管理費  1,617

営業利益   1,136

営業外収益    

受取利息   46

受取配当金   51

その他   58

営業外収益計   156

営業外費用    

支払利息   303

貸倒引当金繰入額    57

その他   57

営業外費用計   419

経常利益   874

特別利益    

貸倒引当金戻入額   2,060

関係会社株式売却益   824

その他   191

特別利益計   3,076

特別損失    

関係会社株式評価損   1,029

投資有価証券評価損   158

販売用不動産評価損   345

その他   73

特別損失計   1,608

税引前四半期純利益   2,342

法人税、住民税及び事業税   30

法人税等調整額   504

法人税等合計   534

四半期純利益   1,807
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 個別業績予想及び四半期個別受注の概況 

  

  

２．平成21年12月期の個別受注高（平成21年１月１日～平成21年12月31日）  

  (1)個別受注実績 

（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）受注実績内訳                                    （単位：百万円、％） 

（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、前期実績比増減率 

  

１．平成21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

（注）平成21年７月２日公表時と、変更はありません。 

  

              （％表示は、対前期増減率）

  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 81,300 △18.1 900 － 450 － 450 － 10.01

  受 注 高 

21年12月期第２四半期累計期間 34,573百万円 △10.7％ 

20年12月期第２四半期累計期間 38,710 △9.6  

区    分 
平成20年12月期 

第２四半期累計期間 

平成21年12月期 

第２四半期累計期間 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 2,738 (  7.1％) 2,603 (  7.5％) △135 △4.9

民間 18,065 ( 46.7  ) 17,052 ( 49.3  ) △1,013 △5.6

計 20,804 ( 53.8  ) 19,656 ( 56.8  ) △1,148 △5.5

土 

木 

官公庁 11,958 ( 30.9  ) 6,753 ( 19.5  ) △5,205 △43.5

民間 5,540 ( 14.3  ) 3,543 ( 10.3  ) △1,996 △36.0

計 17,498 ( 45.2  ) 10,297 ( 29.8  ) △7,201 △41.2

合 

計 

官公庁 14,696 ( 38.0  ) 9,356 ( 27.0  ) △5,340 △36.3

民間 23,606 ( 61.0  ) 20,596 ( 59.6  ) △3,009 △12.7

計 38,303 ( 99.0  ) 29,953 ( 86.6  ) △8,350 △21.8

不 動 産 事 業 407 (  1.0  ) 4,620 ( 13.4  ) 4,213 1,034.5

合    計 38,710 (100    ) 34,573 (100    ) △4,136 △10.7

  受 注 高 

21年12月期予想 75,000百万円 △7.3％ 

20年12月期実績 80,868 △27.6 
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