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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 45,895 25.5 259 ― 355 ― 191 ―

21年3月期第3四半期 36,582 ― △630 ― △477 ― △469 ―

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3四半期 7.72 ―

21年3月期第3四半期 △18.96 ―

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3四半期 64,051 19,024 28.7 744.05
21年3月期 57,484 18,647 31.4 728.75

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  18,399百万円 21年3月期  18,023百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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 74,000 5.9 1,500 △13.3 1,600 △14.3 850 116.1 34.37
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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  

(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 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、３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」をご覧ください。 

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） 22年3月期第3四半期 27,060,000株 21年3月期  27,060,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,331,728株 21年3月期  2,327,683株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,730,277株 21年3月期第3四半期 24,758,558株
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１．連結経営成績に関する定性的情報

　　　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の底打ち感が見られる

　　ものの、依然として企業収益や雇用情勢の厳しい状況が続いており、景気は低迷状況が続いて

　　おります。

　　　建設業界におきましては、公共投資は一時的な増加をみましたが、民間設備投資は住宅分野

　　も非住宅分野も著しく低調に推移しており、今後の公共投資の不透明さも加わって、受注環境

　　は極めて厳しい状況にあります。

　　　このような状況のなかで、当社グループは、安全と品質確保並びに技術力の向上に重点を置

　　き事業活動を推進しました。この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、受注高は37,413百

　　万円と前年比 8,427百万円（18.4％）減少しましたが、売上高は完成工事高の計上基準変更の影

　　響もあって 45,895百万円と前年比 9,313百万円（25.5％）増加しました。

　　　利益につきましても、売上高が大幅に増加し、工事利益率が8.4％から8.9％に改善したこと

　　もあり、売上総利益は4,133百万円となり、前年比969百万円増加しました。販売費及び一般管

　　理費は79百万円増加しましたが、営業利益は890百万円増加して259百万円となりました。

　　　営業外収支は受取配当金の減少などにより、黒字額が95百万円（前年比56百万円減少）とな

　　りましたので、経常利益は355百万円（前年比833百万円改善）となりました。

　　　特別損益は2百万円の黒字となり、四半期純利益は191百万円（前年比660百万円改善）となり

　　ました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

　　　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売掛債権の回収に伴い受取手形・完成工事

　　未収入金等が3,863百万円減少しましたが、前連結会計年度末に比べ未成工事支出金が6,065百

　　万円、固定資産で3,610百万円増加したことにより、総額では6,567百万円増加して64,051百万

　　円となりました。

　　　負債総額は、未成工事受入金が 2,858百万円、借入金及び社債が 2.750百万円それぞれ増加

　　したことなどにより、6,190百万円増加の45,027百万円となりました。

　　　純資産は、利益剰余金が56百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が 434百万円

　　増加したことなどにより、376百万円増の19,024百万円となりました。この結果、自己資本比率

　　は28.7％、1株当たり純資産は744円5銭となりました。　　

　（２）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 1,919百万円の増加となりました。主な要因は、未成

　　工事支出金の増加 6,065百万円という支出要因がありましたが、収入要因として、税金等調整

　　前四半期純利益357百万円、受取手形・完成工事未収入金等の回収に伴う売上債権の減少3,852

　　百万円、さらに未成工事受入金の増加2,858百万円がありました。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは 3,903百万円の減少となりました。主な要因は有形固

　　定資産の取得3,716百万円であります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは 2,497百万円の増加となりました。主な要因は借入金

　　及び社債が2,750百万円増加したことによるものです。

　　　以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ512百

　　万円増加し、3,752百万円となりました。

定性的情報･財務諸表等
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　今年度の業績は概ね予定通り推移しておりますので、今年度通期の売上高、営業利益、

　　経常利益及び当期純利益の連結業績予想については平成21年5月13日に公表しました通り

　　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）

　　　　　該当事項はありません。

　（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

　　　１．税金費用の算定方法

　　　　　　税金費用の算定については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

　　　　　引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、税引前四

　　　　　半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しております。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。

　（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

　　　１．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、長期大型工事（工期1年以上、

　　　　　かつ請負金額2億円以上）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、第1四半期連結会計期間から「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）が適用されたこと

　　　　　に伴い、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

　　　　　事進捗度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、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間に係る完

　　　　　成工事高は 5,320百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

　　　　　がそれぞれ285百万円増加しております。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,052 3,239

受取手形・完成工事未収入金等 25,867 29,730

未成工事支出金 8,888 2,822

その他のたな卸資産 655 795

繰延税金資産 616 597

その他 1,574 1,521

貸倒引当金 △286 △299

流動資産合計 41,367 38,409

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,597 4,608

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 739 737

土地 5,334 4,243

建設仮勘定 89 114

有形固定資産計 12,761 9,704

無形固定資産   

ソフトウエア 391 433

その他 20 21

無形固定資産計 412 454

投資その他の資産   

投資有価証券 8,078 7,554

その他 2,312 2,228

貸倒引当金 △880 △868

投資その他の資産計 9,510 8,914

固定資産合計 22,684 19,074

資産合計 64,051 57,484

名工建設㈱（１８６９）平成22年3月期　第3四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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・工事未払金等 16,083 16,019

短期借入金 16,900 14,350

1年内償還予定の社債 800 2,150

未払法人税等 178 1

未成工事受入金 4,335 1,477

完成工事補償引当金 32 28

工事損失引当金 206 79

賞与引当金 406 969

役員賞与引当金 25 23

その他 1,966 1,520

流動負債合計 40,936 36,619

固定負債   

長期借入金 3,400 1,850

繰延税金負債 399 102

退職給付引当金 22 24

役員退職慰労引当金 62 56

その他 206 183

固定負債合計 4,091 2,217

負債合計 45,027 38,836

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,854 1,854

利益剰余金 15,753 15,809

自己株式 △1,215 △1,213

株主資本合計 17,986 18,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 412 △21

評価・換算差額等合計 412 △21

少数株主持分 625 623

純資産合計 19,024 18,647

負債純資産合計 64,051 57,484
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 36,582 45,895

売上原価 33,418 41,762

売上総利益 3,163 4,133

販売費及び一般管理費 3,794 3,874

営業利益又は営業損失（△） △630 259

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 199 136

受取地代家賃 69 68

その他 50 19

営業外収益合計 323 227

営業外費用   

支払利息 138 125

その他 31 6

営業外費用合計 170 131

経常利益又は経常損失（△） △477 355

特別利益   

前期損益修正益 145 35

固定資産売却益 81 8

投資有価証券売却益 54 0

移転補償金 － 145

その他 0 0

特別利益合計 281 191

特別損失   

前期損益修正損 45 7

固定資産除却損 － 109

投資有価証券評価損 428 68

貸倒引当金繰入額 1,424 －

その他 54 2

特別損失合計 1,952 188

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,149 357

法人税等 △1,688 166

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △469 191
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,535 16,844

売上原価 11,395 15,122

売上総利益 1,139 1,722

販売費及び一般管理費 1,202 1,281

営業利益又は営業損失（△） △62 440

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 54 47

受取地代家賃 23 21

その他 11 6

営業外収益合計 89 77

営業外費用   

支払利息 54 47

その他 8 3

営業外費用合計 62 50

経常利益又は経常損失（△） △36 467

特別利益   

前期損益修正益 17 5

固定資産売却益 80 0

投資有価証券売却益 41 －

移転補償金 － 43

その他 － 3

特別利益合計 139 53

特別損失   

前期損益修正損 1 0

固定資産除却損 － 72

投資有価証券評価損 304 －

貸倒引当金繰入額 61 －

その他 42 1

特別損失合計 409 73

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△306 446

法人税等 △251 203

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54 240
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,149 357

減価償却費 679 645

のれん償却額 △11 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 999 △0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2 3

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7 127

賞与引当金の増減額（△は減少） △651 △562

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 5

受取利息及び受取配当金 △202 △138

支払利息 138 125

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △54 △0

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 428 61

有形固定資産売却損益（△は益） △79 △8

有形固定資産除却損 50 109

売上債権の増減額（△は増加） 14,634 3,852

未成工事支出金の増減額（△は増加） △10,871 △6,065

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △27 140

その他の資産の増減額（△は増加） △1,149 △277

仕入債務の増減額（△は減少） △7,021 88

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,276 2,858

その他の負債の増減額（△は減少） 213 468

その他 △4 2

小計 179 1,795

利息及び配当金の受取額 202 138

利息の支払額 △132 △105

法人税等の還付額 123 90

営業活動によるキャッシュ・フロー 372 1,919
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 － △300

有形固定資産の取得による支出 △982 △3,716

有形固定資産の売却による収入 687 14

無形固定資産の取得による支出 △83 △47

投資有価証券の取得による支出 △11 △10

投資有価証券の売却による収入 1,392 156

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,002 △3,903

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） 1,200 1,300

長期借入れによる収入 200 3,200

長期借入金の返済による支出 △200 △400

社債の償還による支出 △50 △1,350

自己株式の取得による支出 △71 △3

自己株式の売却による収入 5 0

配当金の支払額 △247 △247

少数株主への配当金の支払額 △4 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 832 2,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,207 512

現金及び現金同等物の期首残高 2,234 3,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,442 3,752
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（５）継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

（６）セグメント情報

[ 事業の種類別セグメント情報 ]

　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める建設事業の割合が、

　　　いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

[ 所在地別セグメント情報 ]

　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

[ 海外売上高 ]

　当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　海外売上高がないため、記載を省略しております。

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。
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【参考】

１．個別業績の概要

（1）平成22年3月期第3四半期の個別業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日）

ａ.個別経営成績（累計）

（％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 44,975 27.4 286 － 384 － 212 －

21年3月期第3四半期 35,313 － △630 － △494 － △459 －

円 　銭

22年3月期第3四半期 8.57

21年3月期第3四半期 △18.57

ｂ．個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 　銭

22年3月期第3四半期 63,331 18,115 28.6 732.57

21年3月期 56,682 17,722 31.3 716.58

（参考）自己資本 22年3月期第3四半期 18,115 百万円 21年3月期 17,722 百万円

（注）上記個別業績は、四半期財務諸表規則に基づい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）平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（％表示は対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．個別業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異な

　　る可能性があります。

四半期純利益

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

売上高

1株当たり四半期純利益

営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 　銭

通期 72,000 5.7 1,500 △11.4 1,600 △11.6 850 130.4 34.37

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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四半期個別財務諸表

　（１）四半期貸借対照表

（単位　百万円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,689 2,890

受取手形・完成工事未収入金等 25,859 29,567

未成工事支出金 8,677 2,640

その他のたな卸資産 653 794

繰延税金資産 595 595

その他 1,558 1,522

貸倒引当金 △286 △298

流動資産合計 40,747 37,713

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,547 4,554

機械、運搬具及び工具器具備品 738 735

土地 5,225 4,132

建設仮勘定 89 114

有形固定資産合計 12,602 9,536

無形固定資産

ソフトウェア 391 433

その他 20 21

無形固定資産合計 412 454

投資その他の資産

投資有価証券 8,167 7,651

その他 2,267 2,194

貸倒引当金 △865 △868

投資その他の資産合計 9,569 8,977

固定資産合計 22,583 18,969

資産合計 63,331 56,682

（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。

当第３四半期会計期間末

（平成２１年１２月３１日） （平成２1年３月３１日）
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（単位　百万円）

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 16,004 15,898

短期借入金 17,420 14,850

１年以内償還予定の社債 800 2,100

未払法人税等 172 －

未成工事受入金 4,237 1,411

完成工事補償引当金 32 28

工事損失引当金 206 79

賞与引当金 394 954

役員賞与引当金 16 14

その他 1,934 1,493

流動負債合計 41,218 36,828

固定負債

長期借入金 3,400 1,850

繰延税金負債 392 99

その他 205 182

固定負債合計 3,998 2,131

負債合計 45,216 38,959

純資産の部

株主資本

資本金 1,594 1,594

資本剰余金

資本準備金 1,746 1,746

その他資本剰余金 4 4

資本剰余金合計 1,751 1,751

利益剰余金

利益準備金 398 398

その他利益剰余金

　固定資産圧縮積立金 229 229

　固定資産圧縮特別勘定積立金 50 50

　別途積立金 14,035 14,035

　繰越利益剰余金 861 896

利益剰余金合計 15,574 15,609

自己株式 △1,215 △1,213

株主資本合計 17,704 17,741

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 410 △19

評価・換算差額等合計 410 △19

純資産合計 18,115 17,722

負債純資産合計 63,331 56,682

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成２１年１２月３１日） （平成２1年３月３１日）

当第３四半期会計期間末
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（２）四半期損益計算書

　　【第３四半期累計期間】

（単位　百万円）

前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

（自　平成２０年　４月　１日 （自　平成２１年　４月　１日

　至　平成２０年１２月３１日）　至　平成２１年１２月３１日）

売上高 35,313 44,975

売上原価 32,321 41,004

売上総利益 2,991 3,971

販売費及び一般管理費 3,622 3,684

営業利益又は営業損失（△） △630 286

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 201 137

受取地代家賃 73 75

その他 29 15

営業外収益合計 308 230

営業外費用

支払利息 142 127

その他 29 5

営業外費用合計 172 132

経常利益又は経常損失（△） △494 384

特別利益

前期損益修正益 143 34

投資有価証券売却益 54 0

移転補償金 － 145

その他 81 7

特別利益合計 279 187

特別損失

前期損益修正損 42 6

固定資産除却損 － 109

投資有価証券評価損 423 61

貸倒引当金繰入額 1,424 －

その他 53 2

特別損失合計 1,943 180

税引前四半期純利益又は税引
前四半期純損失（△） △2,158 391

法人税等 △1,698 179

四半期純利益又は四半期純損
失（△） △459 212

（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。
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「参考」

四半期個別受注の概況

（１）個別受注実績

平成22年3月期第3四半期 36,965 百万円 △17.9 ％

平成21年3月期第3四半期 45,016 百万円 △5.6 ％

（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）

（２）個別受注予想

平成22年3月期予想 72,000 百万円 △2.8 ％

平成21年3月期実績 74,047 百万円 △5.9 ％

【個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等】

　　第３四半期の受注実績については、前年第３四半期に比べ官公庁関係で3,678百万円増加した

　　ものの鉄道関係、民間がそれぞれ8,690百万円、3,039百万円減少しましたので、総額で8,051

　　百万円（17.9％）減の36,965百万円となりました。

　　通期の受注予想については、平成21年5月13日に発表したものと変更ありません。

※　上記予想は、発表日現在入手可能な情報に基づき当社が予測したものであり、実際の受注は、

　　 経済情勢等の様々な要因により変動する可能性があります。

通　期

受注高

第３四半期 構成比 第３四半期 構成比 比較増減 増減率

％ ％ ％

官 公 庁 4,240 9.4 6,594 17.8 2,353 55.5

土木 鉄 道 関 係 21,362 47.5 14,494 39.2 △6,868 △32.2

民 間 805 1.8 1,167 3.2 361 44.8

計 26,409 58.7 22,256 60.2 △4,153 △15.7

官 公 庁 767 1.7 2,092 5.7 1,324 172.5

建築 鉄 道 関 係 6,458 14.3 4,635 12.5 △1,822 △28.2

民 間 11,381 25.3 7,980 21.6 △3,400 △29.9

計 18,607 41.3 14,709 39.8 △3,898 △20.9

官 公 庁 5,008 11.1 8,686 23.5 3,678 73.4

合計 鉄 道 関 係 27,820 61.8 19,130 51.8 △8,690 △31.2

民 間 12,187 27.1 9,148 24.7 △3,039 △24.9

計 45,016 100.0 36,965 100.0 △8,051 △17.9

区　　　　　分

平成２1年３月期 平成２２年３月期
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