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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 266,020 △11.8 △1,654 ― △2,036 ― △1,872 ―
21年3月期第3四半期 301,745 ― 6,245 ― 6,611 ― 901 ―

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 △6.75 ―
21年3月期第3四半期 3.25 2.99

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 480,482 153,293 31.8 550.27
21年3月期 589,982 154,024 26.0 553.52

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  152,587百万円 21年3月期  153,502百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
4.00 4.00

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 446,000 5.2 3,700 △55.1 3,600 △54.7 3,100 20.7 11.18

－ 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、５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、５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）平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月12日公表の数値から変更はございません。 
（２）本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて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
異なる結果と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） 22年3月期第3四半期 277,957,513株 21年3月期  277,957,513株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  662,288株 21年3月期  635,098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 277,303,439株 21年3月期第3四半期 277,371,673株

－ 2 －
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（％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 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

(1) 平成22年３月期通期の個別業績予想につきましては、平成21年11月12日公表の数値から変更はございません。 

(2) 本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて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異なる結果となる可能性があります。 

  

  

 （参考）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）

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 437,000 6.9 3,400 △46.0 3,400 △44.7 3,000 80.3 10.82

－ 3 －
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、アジアを

中心とした輸出や生産が増加基調にあるなど、持ち直してきているものの、企業収益の大幅な減少や設備

投資の抑制が続くなか、失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しい状況となりました。 

このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、

前年同期と比べ35,724百万円減収（11.8％減）の266,020百万円となり、利益面につきましては、営業損

失1,654百万円（前年同期は営業利益6,245百万円）、経常損失2,036百万円（前年同期は、経常利益6,611

百万円）となり、四半期純損益についても、四半期純損失1,872百万円（前年同期は、四半期純利益901百

万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

建設業界におきましては、公共建設投資が、平成21年度補正予算措置により堅調に推移し、民間設備投

資は、下げ止まりつつあるものの、企業収益がなお低水準で、設備過剰感も強く、引き続き厳しい受注環

境となりました。 

このような状況のもと、受注高は前年同期と比べ23,177百万円減少（12.6％減）の160,464百万円（提

出会社単体ベース）となり、売上高は前年同期と比べ28,265百万円減収（9.9％減）の256,676百万円とな

りました。利益面につきましても、営業損失3,457百万円（前年同期は、営業利益4,347百万円）となりま

した。 

（不動産事業） 

不動産事業については、オフィス空室率の上昇が続き、テナントのコスト意識の高まりからオフィス賃

料が減少傾向にあるなか、地価の下落傾向が鮮明となり、厳しい事業環境となりました。このような状況

のもと、当社グループは、売上高につきましては前年同期と比べ7,458百万円減収（44.4％減）の9,344百

万円となり、営業利益は前年同期と比べ22百万円減益（1.2％減）の1,899百万円となりました。 

  

（資産・負債・純資産の状況） 

当第３四半期末の総資産は、工事完成に伴う未成工事支出金の減少や社債の償還に伴う現金預金の減少

等により、前連結会計年度末と比較して109,500百万円減少（18.6％減）して480,482百万円となりまし

た。 

当第３四半期末の負債は、工事完成に伴う未成工事受入金の減少や支払手形・工事未払金等の減少等に

より、前連結会計年度末と比較して108,769百万円減少（24.9％減）して327,188百万円となりました。 

当第３四半期末の純資産は、その他有価証券評価差額金が増加したものの、利益剰余金が減少したこと

により、前連結会計年度末と比較して731百万円減少（0.5％減）して153,293百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して5.8％増加して31.8％となりました。 

  

今後の見通しは、政府の景気刺激策の実施を受け、一部持ち直しの動きが見られるものの、企業の設備

投資の基調は引き続き弱く、景気低迷が長期化するものと推察されます。第４四半期も民間設備投資回復

の遅れや市場競争のさらなる激化等により、当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況です。 

平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月12日公表の数値から変更はございま

せんが、今後の情報収集等により見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。なお、実

際の業績につきましては、今後の様々な要因により、予想数値とは異なる可能性がございます。 

  

【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

３．連結業績予想に関する定性的情報

－ 4 －
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該当事項はありません。 

  
  

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う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。 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見

込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰り延べております。 

税金費用については、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

乗じて計算する方法を採用しております。 

  
  

請負契約に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（請負金額１億円以上かつ工

期１年超）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（工事の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。 

 なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（請負金額１億円以上

かつ工期１年超）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引き続き

適用しております。また、在外連結子会社については、原則として工事進行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

11,614百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ735百万

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、当該箇所に記載しております。 

  

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

 ① 簡便な会計処理

  （棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げの方法）

  （繰延税金資産の回収可能性の判断）

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

  （原価差異の繰延処理）

  （税金費用の計算）

(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

 ○ 会計処理基準に関する事項の変更

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）
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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   

現金預金 42,235 64,498

受取手形・完成工事未収入金等 136,731 149,510

有価証券 － 60

未成工事支出金 112,625 165,529

販売用不動産 8,986 11,243

不動産事業支出金 4,817 2,658

材料貯蔵品 314 278

繰延税金資産 12,485 11,401

その他 28,656 38,345

貸倒引当金 △1,397 △1,207

流動資産合計 345,456 442,317

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 28,167 29,359

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,385 1,530

土地 44,488 45,537

リース資産（純額） 77 95

建設仮勘定 212 12

有形固定資産計 74,332 76,536

無形固定資産 440 448

投資その他の資産   

投資有価証券 50,896 49,953

長期貸付金 4,788 5,955

その他 13,196 24,423

貸倒引当金 △8,628 △9,652

投資その他の資産計 60,253 70,679

固定資産合計 135,026 147,665

資産合計 480,482 589,982

－ 6 －
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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 100,887 123,180

短期借入金 43,390 43,160

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 10,000

未払法人税等 98 223

未成工事受入金 89,066 131,361

完成工事補償引当金 1,728 1,310

賞与引当金 433 1,130

工事損失引当金 7,106 25,162

預り金 20,200 24,626

その他 9,799 12,113

流動負債合計 272,711 372,268

固定負債   

新株予約権付社債 12,500 25,000

長期借入金 29,104 27,059

繰延税金負債 5,748 4,392

退職給付引当金 924 398

役員退職慰労引当金 6 42

その他 6,191 6,796

固定負債合計 54,476 63,689

負債合計 327,188 435,958

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,513 23,513

資本剰余金 20,780 20,780

利益剰余金 100,694 103,677

自己株式 △225 △223

株主資本合計 144,762 147,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,199 6,137

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △375 △382

評価・換算差額等合計 7,824 5,754

少数株主持分 706 522

純資産合計 153,293 154,024

負債純資産合計 480,482 589,982

－ 7 －
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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   

完成工事高 284,941 256,676

不動産事業等売上高 16,803 9,344

売上高合計 301,745 266,020

売上原価   

完成工事原価 266,162 246,707

不動産事業等売上原価 13,453 6,258

売上原価合計 279,616 252,966

売上総利益   

完成工事総利益 18,778 9,968

不動産事業等総利益 3,349 3,085

売上総利益合計 22,128 13,053

販売費及び一般管理費 15,882 14,708

営業利益又は営業損失（△） 6,245 △1,654

営業外収益   

受取利息 642 454

受取配当金 1,092 714

その他 448 359

営業外収益合計 2,184 1,528

営業外費用   

支払利息 797 1,186

為替差損 637 86

その他 383 638

営業外費用合計 1,818 1,910

経常利益又は経常損失（△） 6,611 △2,036

特別利益   

前期損益修正益 156 89

固定資産売却益 14 171

投資有価証券売却益 － 3,075

その他 5 －

特別利益合計 176 3,337

特別損失   

前期損益修正損 32 6

固定資産売却損 6 74

投資有価証券評価損 627 90

デベロッパー関連損失 3,361 1,972

減損損失 － 804

和解金 － 250

その他 91 46

特別損失合計 4,119 3,246

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（△）

2,669 △1,945

法人税等 1,601 △800

過年度法人税等 － 648

少数株主利益 166 79

四半期純利益又は四半期純損失（△） 901 △1,872
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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（△）

2,669 △1,945

減価償却費 1,778 1,583

減損損失 － 804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,333 260

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △18,056

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89 525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18 △36

受取利息及び受取配当金 △1,735 △1,169

支払利息 797 1,186

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,075

売上債権の増減額（△は増加） △8,173 12,054

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,845 52,904

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 2,303 540

その他の資産の増減額（△は増加） 5,703 11,113

仕入債務の増減額（△は減少） △34,631 △22,293

未成工事受入金の増減額（△は減少） △581 △42,294

その他の負債の増減額（△は減少） 48 △6,827

その他 2,099 88

小計 △28,163 △14,634

利息及び配当金の受取額 1,685 1,044

利息の支払額 △836 △1,200

法人税等の支払額 △1,083 △1,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,399 △15,794

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △488 △204

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

214 5,645

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,342 △791

有形及び無形固定資産の売却による収入 37 636

貸付けによる支出 △1,623 △106

貸付金の回収による収入 4,973 428

定期預金の純増減額（△は増加） － 303

保険積立金の払戻による収入 959 －

長期預金の預入による支出 － △56

長期預金の解約による収入 － 10,000

その他の支出 △906 △186

その他の収入 125 182

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,949 15,851
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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) 

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） 25,909 △1,365

長期借入れによる収入 2,130 5,680

長期借入金の返済による支出 △3,910 △1,992

社債の償還による支出 △10,000 －

新株予約権付社債の償還による支出 － △22,500

少数株主からの払込みによる収入 － 88

配当金の支払額 △2,495 △1,108

その他 △917 △795

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,717 △21,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,148 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,880 △21,959

現金及び現金同等物の期首残高 72,620 63,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,739 41,793
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該当事項はありません。 

  

  

  

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) 

   
(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た。 

２ 各事業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 

不動産事業等：不動産の販売、賃貸事業等に関する事業 

３ 会計処理基準等の変更 

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） 

「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」に記載のとおり、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」を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法に比較して、当第３四半期連結累計期間の建設事業の売上高が11,614百万円増加し、営業損失が735百

万円減少しております。 

     

(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)

不動産事業等
(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

284,941 16,803 301,745 ─ 301,745

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,170 1,871 3,042 (3,042) ─

計 286,112 18,675 304,787 (3,042) 301,745

営業利益 4,347 1,921 6,268 (23) 6,245

建設事業 
(百万円)

不動産事業等
(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

256,676 9,344 266,020 ─ 266,020

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,207 1,106 2,313 (2,313) ─

計 257,883 10,451 268,334 (2,313) 266,020

営業利益又は営業損失(△) △3,457 1,899 △1,558 (96) △1,654
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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) 
  

   
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………アルジェリア 

３ 会計処理基準等の変更 

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） 

「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」に記載のとおり、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」を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法に比較して、当第３四半期連結累計期間の日本の売上高が11,614百万円増加し、営業損失が735百万円

減少しております。 

  

  

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) 
  

 
  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(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

264,266 22,534 14,943 301,745 ─ 301,745

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 264,266 22,534 14,943 301,745 ─ 301,745

営業利益又は営業損失(△) 6,389 △596 452 6,245 ─ 6,245

日本 
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(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

190,232 59,790 15,997 266,020 ─ 266,020

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 190,232 59,790 15,997 266,020 ─ 266,020

営業損失(△) △343 △585 △725 △1,654 ─ △1,654

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,534 14,943 37,478

Ⅱ 連結売上高(百万円) 301,745

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.5 4.9 12.4
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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) 
  

   
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………アルジェリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  

該当事項はありません。 

  

東南アジア その他の地域 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 59,790 15,997 75,787

Ⅱ 連結売上高(百万円) 266,020

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.5 6.0 28.5

(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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※その他特記事項 

(1) 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い

四半期財務諸表を作成しております。 

(2) 上記の個別業績は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

 （参考）個別業績の概況

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）

 (1) 個別経営成績(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 260,516 △9.8 △2,825 ─ △3,146 ─ △1,981 ─

21年３月期第３四半期 288,837 ─ 4,732 ─ 5,232 ─ 163 ─

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 △7.15 ─

21年３月期第３四半期 0.59 0.52

 (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

22年３月期第３四半期 460,711 147,490 32.0 531.89

21年３月期 568,130 148,522 26.1 535.56

(参考) 自己資本 22年３月期第３四半期 147,490百万円    21年３月期 148,522百万円
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 (1) 個別受注実績 

 
(注) パーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。 

  

 
  

 (2) 個別受注予想 

 
(注) パーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。 

  

〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕 

 当第３四半期累計期間の個別受注実績は、前年同期と比較して、国内民間工事が約175億円、海外工事が

約59億円、不動産事業等が約48億円それぞれ減少したこと等により、全体として約280億円の減少（前年同

期比14.4％減）となりました。 

 なお、前回発表（平成21年11月12日）の個別受注予想に変更はございません。 

 上記の受注予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際

の受注実績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

６．その他の情報

 個別受注の概況

受 注 高

百万円 ％

22年３月期第３四半期累計期間 166,690 △14.4

21年３月期第３四半期累計期間 194,671 △18.2

（参考）受注実績内訳 （単位：百万円）

区    分

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

比 較 増 減(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)

金  額
構成比
(％)

金  額
構成比
(％)

金  額
増減率
(％)

建 
  
  
設 
  
  
事 
  
  
業

土 
  
  
木

国内官公庁 32,541 16.7 30,902 18.5 △ 1,638 △ 5.0

国内民間 21,499 11.1 12,811 7.7 △ 8,687 △ 40.4

海  外 16,574 8.5 10,970 6.6 △ 5,603 △ 33.8

計 70,615 36.3 54,685 32.8 △15,930 △ 22.6

建 
  
  

築

国内官公庁 4,379 2.3 6,274 3.8 1,895 43.3

国内民間 107,974 55.4 99,129 59.5 △ 8,844 △ 8.2

海  外 673 0.3 375 0.2 △ 297 △ 44.2

計 113,027 58.0 105,779 63.5 △ 7,247 △ 6.4

合 
  
  

計

国内官公庁 36,921 19.0 37,177 22.3 256 0.7

国内民間 129,474 66.5 111,941 67.2 △ 17,532 △ 13.5

海  外 17,247 8.8 11,346 6.8 △ 5,901 △ 34.2

計 183,642 94.3 160,464 96.3 △ 23,177 △ 12.6

不 動 産 事 業 等 11,028 5.7 6,226 3.7 △ 4,802 △ 43.5

計 194,671 100.0 166,690 100.0 △ 27,980 △ 14.4

通  期

百万円 ％

22年３月期予想 316,500 14.4

21年３月期実績 276,677 △ 31.3
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