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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 18,518 8.0 20 △94.4 41 △89.0 △36 ―
22年3月期第3四半期 17,143 7.8 366 ― 378 ― 167 ―

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

23年3月期第3四半期 △1.99 ―
22年3月期第3四半期 9.02 ―

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

23年3月期第3四半期 17,316 4,153 24.0 223.88
22年3月期 19,944 4,227 21.2 227.87

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,153百万円 22年3月期  4,227百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
2.00 2.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 33,300 17.7 490 △49.5 500 △49.4 240 △56.9 12.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。また、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は本日終
了する予定です。 

※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場
合があります。 
なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、（添付資料）P.３「その他の情報」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） 23年3月期3Q 18,555,000株 22年3月期  18,555,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,615株 22年3月期  4,615株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 18,550,385株 22年3月期3Q 18,551,067株



  
  
  
  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 無 

  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成22年３月期 決算短信」(平成22年５月14日付)

にて公表したものから変更はありません。 

２．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。 

 

（参考）個別業績予想

 平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 33,000 17.7 490 △49.5 500 △49.3 240 △57.2 12.94

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策などにより景気は緩やかな回復基調

にあるものの、雇用情勢は引き続き厳しく、円高や株価低迷の傾向が強まるなど、依然として厳しい状況

にあります。 

 道路建設業界におきましては、公共工事の補正予算が成立しましたが、全体的な縮小傾向は変わらず、

民間工事は設備投資の持ち直しが見られるものの、その水準は依然低調であり、加えて原油関連資材は高

値基調が継続しているなど、経営環境はさらに厳しい状況となりました。 

このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、収益構造の改革を

進め、積極的な営業展開と工事管理の強化、製造・販売事業の拡大を図りつつ、受注高と利益の確保に努

めてまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高185億18百万円(前年同四半期比8.0％増加)、経常利益41百

万円(前年同四半期比89.0％減少)、四半期純損失36百万円(前年同四半期は四半純利益１億67百万円)とな

りました。 

  

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第３四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等により、前連結会計年度末より26億27百万円減少

し、173億16百万円になりました。 

 負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計年度末より25億53百万円減少し、

131億63百万円になりました。 

 純資産は、剰余金の配当並びに四半期純損失の計上による利益剰余金の減少等により、41億53百万円に

なりました。 

  

（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、税金等調整前四半期純損失２百万円の計上、売上債権の減少24

億86百万円、仕入債務の減少25億11百万円等により11億21百万円の資金の減少(前年同四半期は４億67百

万円の資金の減少)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出等により１億49百万円の資金の減少(前年

同四半期は１億87百万円の資金の減少)となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により50百万円の資金の減少(前年同四半期は

８億54百万円の資金の増加)となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首より13億20百万円減少し、26億27百万円とな

っております。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理の適用) 

① 貸倒見積高を算定する方法 

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しています。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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。 

  

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純損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。 

 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。 

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ４百万円減少し、税金等調

整前四半期純利益が50百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は59百万円であります。 

  

(表示方法の変更) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少数株主

損益調整前四半期純利益」又は「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目で表示しております。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,627 3,947

受取手形・完成工事未収入金等 7,779 10,266

未成工事支出金 1,816 856

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 116 116

その他 695 367

貸倒引当金 △49 △49

流動資産合計 12,987 15,507

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 942 972

機械及び装置（純額） 320 387

土地 2,677 2,680

その他（純額） 40 39

有形固定資産計 3,981 4,080

無形固定資産 73 66

投資その他の資産

破産債権、更生債権等 49 89

その他 287 305

貸倒引当金 △62 △105

投資その他の資産計 273 289

固定資産合計 4,328 4,437

資産合計 17,316 19,944

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,097 11,608

未払法人税等 33 448

未成工事受入金 1,462 912

完成工事補償引当金 8 8

賞与引当金 3 7

工事損失引当金 66 104

その他 583 826

流動負債合計 11,256 13,917

固定負債

退職給付引当金 1,395 1,344

資産除去債務 60 －

その他 451 454

固定負債合計 1,907 1,799

負債合計 13,163 15,717
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 1,139 1,211

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,010 4,082

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 2

土地再評価差額金 140 141

評価・換算差額等合計 142 144

純資産合計 4,153 4,227

負債純資産合計 17,316 19,944
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 17,143 18,518

売上原価 15,532 17,168

売上総利益 1,610 1,350

販売費及び一般管理費 1,243 1,329

営業利益 366 20

営業外収益

受取利息 31 23

雑収入 9 11

営業外収益合計 40 35

営業外費用

支払利息 18 3

支払保証料 8 9

雑支出 1 1

営業外費用合計 28 14

経常利益 378 41

特別利益

前期損益修正益 － 4

固定資産売却益 － 5

特別利益合計 － 9

特別損失

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 3 3

投資有価証券評価損 － 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

保険解約損 5 －

特別損失合計 10 53

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（△）

368 △2

法人税等 201 34

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △36

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167 △36
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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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 7,521 6,945

売上原価 6,705 6,309

売上総利益 816 636

販売費及び一般管理費 386 429

営業利益 429 207

営業外収益

受取利息 6 2

雑収入 3 4

営業外収益合計 9 6

営業外費用

支払利息 6 3

支払保証料 3 2

雑支出 0 0

営業外費用合計 9 5

経常利益 429 208

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券評価損戻入益 － 0

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 429 209

法人税等 211 99

少数株主損益調整前四半期純利益 － 109

四半期純利益 217 109
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

368 △2

減価償却費 211 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △3

工事損失引当金の増減額（△は減少） △48 △37

受取利息及び受取配当金 △31 △23

支払利息 18 3

前期損益修正損益（△は益） － △4

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △3

固定資産除却損 3 3

投資有価証券評価損益（△は益） － 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

保険解約損益（△は益） 5 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,328 2,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △376 △959

その他の流動資産の増減額（△は増加） △76 △318

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2 48

仕入債務の増減額（△は減少） △3,269 △2,511

未成工事受入金の増減額（△は減少） △126 549

その他の流動負債の増減額（△は減少） △199 △187

その他 0 0

小計 △93 △683

利息及び配当金の受取額 31 23

利息の支払額 △22 △3

法人税等の支払額 △383 △458

営業活動によるキャッシュ・フロー △467 △1,121

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 △165 △129

有形固定資産の売却による収入 3 8

有形固定資産の除却による支出 △30 △18

その他 3 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △187 △149

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） 900 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9 △13

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △35 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 854 △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 199 △1,320

現金及び現金同等物の期首残高 3,602 3,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,801 2,627
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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21年４月１日 至 平成21年12月31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) 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業   ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業 

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業 

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他 

２．会計処理基準等の変更 

  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26億26百万円増加し、営業利益が１億10

百万円増加しております。 

  

前第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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高がありませんので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 
  

(百万円)

製造・
販売事業 
(百万円)

その他
の事業 
(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

13,362 3,780 ― 17,143 ― 17,143

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,128 ― 1,128 (1,128) ―

計 13,362 4,908 ― 18,271 (1,128) 17,143

営業利益又は営業損失(△) 15 656 △0 672 (305) 366

 (所在地別セグメント情報)

  (海外売上高)
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社は、工事施工・製品販売などに応じて組織された部署を本店に置き、各部署は各事業に関する

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は「建設事業」及び「製造・販売事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「建設事業」は、舗装工事、土木工事及び建築工事等の施工を行っております。「製造・販売事

業」は、建設用資材の製造・販売を行っております。 

  

     当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

     (単位：百万円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 (セグメント情報)

  (追加情報)

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

建設事業 製造・販売事業 合  計

売上高

 外部顧客への売上高 14,964 3,554 18,518

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 1,259 1,259

計 14,964 4,814 19,778

セグメント利益 688 661 1,350

(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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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠し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。 

  

4. (参考) 四半期個別財務諸表

 (1) (要約) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度末に係る

当第３四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成22年12月31日) (平成22年３月31日)
資産の部

流動資産
現金預金 2,580 3,854
受取手形・完成工事未収入金等 7,769 10,259
未成工事支出金 1,714 856
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 116 116
その他 681 356
貸倒引当金 △49 △49
流動資産合計 12,813 15,396

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 942 972
機械及び装置(純額) 320 387
土地 2,677 2,680
その他(純額) 40 39
有形固定資産合計 3,981 4,080

無形固定資産 73 66
投資その他の資産

破産更生債権等 49 89
その他 347 366
貸倒引当金 △62 △105
投資その他の資産合計 334 350

固定資産合計 4,388 4,497
資産合計 17,202 19,893

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 9,106 11,615
未払法人税等 32 448
未成工事受入金 1,386 912
完成工事補償引当金 8 8
工事損失引当金 66 104
その他 564 812
流動負債合計 11,165 13,902

固定負債
退職給付引当金 1,384 1,334
資産除去債務 60 ―
その他 451 454
固定負債合計 1,896 1,789

負債合計 13,061 15,692
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 1127 1,186
自己株式 △0 △0
株主資本合計 3,998 4,057

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2 2
土地再評価差額金 140 141
評価・換算差額等合計 142 144

純資産合計 4,140 4,201
負債純資産合計 17,202 19,893
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 (2) (要約) 四半期個別損益計算書

  (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21年４月１日 (自 平成22年４月１日
 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

売上高 17,001 18,454

売上原価 15,415 17,123

売上総利益 1,586 1,331

販売費及び一般管理費 1,199 1,290

営業利益 386 40

営業外収益

受取利息 31 23

雑収入 8 11

営業外収益合計 39 34

営業外費用

支払利息 18 3

雑支出 9 10

営業外費用合計 28 14

経常利益 397 61

特別利益

前期損益修正益 ― 4

固定資産売却益 ― 5

特別利益合計 ― 9

特別損失

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 3 3

投資有価証券評価損 ― 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 46

保険解約損 5 ―

特別損失合計 10 53

税引前四半期純利益 387 17

法人税等 199 40

四半期純利益又は四半期純損失(△) 188 △23
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 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠し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。 

  

  (第３四半期会計期間)

(単位：百万円)

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 (自 平成22年10月１日
 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

売上高 7,438 6,899

売上原価 6,641 6,275

売上総利益 797 623

販売費及び一般管理費 373 416

営業利益 424 206

営業外収益

受取利息 6 2

雑収入 2 4

営業外収益合計 9 6

営業外費用

支払利息 6 3

雑支出 3 2

営業外費用合計 9 5

経常利益 423 208

特別利益

固定資産売却益 ― 0

投資有価証券評価損戻入益 ― 0

特別利益合計 ― 1

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益 422 208

法人税等 198 100

四半期純利益 224 108
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 
(注) １．受注高は当第３四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

以 上 

  

5. 補足情報

 (1) 四半期個別業績の概要

 平成23年３月期第３四半期の個別業績(平成22年４月１日～平成22年12月31日)

 ① 個別経営成績(累計)

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 ％

23年３月期第３四半期 18,454 8.5 40 △89.4 61 △84.5 △23 ―

22年３月期第３四半期 17,001 7.9 386 ― 397 ― 188 ―

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

23年３月期第３四半期 △1 26 ―

22年３月期第３四半期 10 14 ―

 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

23年３月期第３四半期 17,202 4,140 24.1 223 23

22年３月期 19,893 4,201 21.1 226 49

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 4,140百万円 22年３月期 4,201百万円

 (2) 四半期個別受注の概要

 ① 個別受注実績(平成22年４月１日～平成22年12月31日)

受 注 高

百万円 ％

23年３月期第３四半期 16,966 △29.3

22年３月期第３四半期 24,004 35.6

前第３四半期
 (自 平成21年４月１日

至 平成21年12月31日)

当第３四半期
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

比較増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 12,538 52.2 5,538 32.6 △7,000 △55.8

部 民     間 7,669 32.0 7,870 46.4 200 2.6

門 計 20,208 84.2 13,408 79.0 △6,799 △33.7

製 品 等 部 門 3,796 15.8 3,557 21.0 △238 △6.3

合       計 24,004 100.0 16,966 100.0 △7,037 △29.3

 ② 個別受注予想(平成22年４月１日～平成23年３月31日)

通   期

百万円 ％

23年３月期予想 30,000 △5.8

22年３月期実績 31,863 12.6
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