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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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9月期第2四半期 3,850 △27.8 288 125.6 289 154.5 518 ―
22年9月期第2四半期 5,337 △27.2 127 △74.0 113 △76.2 △378 ―

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9月期第2四半期 68.26 ―
22年9月期第2四半期 △49.82 ―

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

23年9月期第2四半期 11,760 6,244 53.1 822.60
22年9月期 11,012 5,754 52.3 757.95

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  6,244百万円 22年9月期  5,754百万円

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9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年9月期 ― 0.00
23年9月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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 7,044 △25.2 95 153.7 79 602.1 247 ― 32.59



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、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値と異なる 
可能性があります。 

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9月期2Q 7,600,000株 22年9月期  7,600,000株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  9,210株 22年9月期  8,236株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 7,591,068株 22年9月期2Q 7,592,559株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善が見られ、輸出や生産に持ち直しの動きが見

られるものの、不安定な中東情勢に伴う原油価格の高騰や円高、海外経済の動向など景気が下振れするリスクもあり

景気の先行きは不透明な状況で推移しました。また、３月11日に東日本大震災が発生し今後の経済の見通しは予断を

許さない状況であります。  

 建設業界におきましては、政府の補正予算等により公共工事の発注が行なわれたものの、依然として公共投資の減

少傾向は続いております。さらに民間企業における設備投資は、先行き不透明な状況による抑制傾向にあり厳しい受

注環境が続いております。 

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は当期経営基本方針として「スリムな体制、セ

ーフティーな作業環境、スピードのある業務と判断により収益力のアップを図る。」を掲げ、鋭意努力してまいりま

した。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、建設事業において工事完成基準による期首手持工事高の減少が影響し38億

50百万円と前年同四半期に比し14億86百万円（27.8％減）減少しました。経常損益は工事原価の圧縮、販売費及び一

般管理費の削減により経常利益２億89百万円と前年同四半期に比し１億75百万円（154.5％増）増益となりました。

四半期純利益は５億18百万円（前年同四半期は四半期純損失３億78百万円）となりました。 

 ａ.建設事業  

 当第２四半期連結累計期間における建設事業の完成工事高は31億３百万円となりました。主な完成工事は、

NEXCO中日本 第二東名高速道路 浜北高架橋（ＰＣ上部工）西上り線工事 24億40百万円（うち当第２四半期

連結累計期間完成工事高２億35百万円）、鹿児島市 高麗通線道路築造工事（その20）３億81百万円（うち当

第２四半期連結累計期間完成工事高１億77百万円）等であります。不採算工事の減少及び工事原価の圧縮によ

り営業利益は４億２百万円となりました。    

   ｂ.コンクリート製品事業 

 当第２四半期連結累計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は６億26百万円となりました。売上高の

減少等による減収の影響により営業利益は52百万円となりました。 

   ｃ.食品事業 

      当第２四半期連結累計期間における食品事業の売上高は焼酎製造を行なっていた霧島横川酒造株式会社を第

１四半期末日をもって連結の範囲から除外したことにより38百万円となり、営業損失は12百万円となりまし

た。 

   ｄ.不動産賃貸事業 

 当第２四半期連結累計期間における不動産賃貸事業の売上高は81百万円となりました。減価償却費の減少に

より営業利益は34百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は117億60百万円で、前連結会計年度末に比し７億48百万円増加し

ました。主な要因は土地建物等の有形固定資産が１億17百万円減少したものの現金預金が２億28百万円、受取手

形・完成工事未収入金等が７億51百万円増加したことによるものであります。  

 負債は55億16百万円で、前連結会計年度末に比し２億58百万円増加しました。主な要因は短期借入金が68百万

円、長期借入金が78百万円減少したものの支払手形・工事未払金等が２億３百万円、未成工事受入金が93百万円増

加したことによるものであります。  

 純資産は62億44百万円で、前連結会計年度末に比し４億90百万円増加しました。主な要因は利益剰余金の増加額

４億80百万円によるものであります。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

利益５億22百万円の計上に加え、売上債権の増加、短期借入金の減少があったものの関係会社株式の売却による収

入、有形固定資産の売却による収入、長期借入れによる収入等により前連結会計年度末に比し２億８百万円増加

し、３億79百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、１億23百万円の減少となり、前年同四半期に比し２億21百万円増加とな

りました。これは主に、売上債権の増加７億73百万円があったものの税金等調整前四半期純利益５億22百万円の計

上に加え、仕入債務の増加２億６百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、２億77百万円の増加となり、前年同四半期に比し１億36百万円増加とな

りました。これは主に、関係会社株式の売却による収入２億円、有形固定資産の売却による収入１億37百万円によ

るものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、54百万円の増加となり、前年同四半期に比し１億55百万円の減少と

なりました。これは主に、長期借入れによる収入７億円があったものの短期借入金の減少５億40百万円、長期借入

金の返済による支出67百万円及び配当金の支払37百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月の業績予想につきましては、平成23年５月６日に公表しました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」における業績予想に変更はありません。  

 業績予想につきましては、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値と異なる可能性があります。   

 なお、３月11日に発生いたしました東日本大震災による、当社グループへの人的及び物的被害はありませんでし

た。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

①．連結の範囲の変更  

 霧島横川酒造株式会社は、平成22年12月27日に当社が保有する株式のすべてを譲渡したため、平成22年12月

31日をみなし売却日として連結の範囲から除外しております。 

②．変更後の連結子会社の数  

 ２社 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法   

 当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は37千円、税金等調整前四半期純利益は16,747

千円それぞれ減少しております。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16,709千円で

あります。  

２．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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 499,523 271,230

受取手形・完成工事未収入金等 2,192,114 1,440,611

販売用不動産 201,706 179,068

未成工事支出金 92,212 109,489

商品及び製品 165,470 176,867

仕掛品 3,192 110,923

材料貯蔵品 27,158 46,590

その他 135,964 111,375

貸倒引当金 △1,538 △10,562

流動資産合計 3,315,804 2,435,594

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,584,325 1,712,449

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 325,753 369,753

土地 4,905,352 4,961,363

建設仮勘定 114,902 3,809

有形固定資産計 6,930,334 7,047,375

無形固定資産 16,016 19,099

投資その他の資産   

投資有価証券 975,908 959,330

その他 622,810 643,404

貸倒引当金 △100,207 △92,332

投資その他の資産計 1,498,510 1,510,402

固定資産合計 8,444,861 8,576,877

資産合計 11,760,665 11,012,472
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,659,200 1,455,852

短期借入金 2,120,000 2,188,560

未払法人税等 15,296 21,330

未成工事受入金 280,989 187,171

完成工事補償引当金 2,400 3,400

工事損失引当金 － 14,149

賞与引当金 4,670 4,628

その他 879,200 757,353

流動負債合計 4,961,757 4,632,446

固定負債   

長期借入金 440,000 518,140

その他 114,715 107,721

固定負債合計 554,715 625,861

負債合計 5,516,472 5,258,308

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 3,626,992 3,146,770

自己株式 △3,125 △3,008

株主資本合計 6,221,366 5,741,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,825 12,902

評価・換算差額等合計 22,825 12,902

純資産合計 6,244,192 5,754,164

負債純資産合計 11,760,665 11,012,472
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,337,087 3,850,965

売上原価 4,765,200 3,178,505

売上総利益 571,886 672,460

販売費及び一般管理費 444,031 383,994

営業利益 127,855 288,465

営業外収益   

受取利息 508 138

受取配当金 2,214 2,215

受取賃貸料 4,613 4,405

作業くず売却益 － 7,415

補助金収入 － 9,143

業務受託料 4,593 －

その他 4,316 2,974

営業外収益合計 16,246 26,292

営業外費用   

支払利息 27,622 22,224

その他 2,684 2,918

営業外費用合計 30,306 25,142

経常利益 113,795 289,615

特別利益   

固定資産売却益 359 20,700

完成工事補償引当金戻入額 1,682 －

貸倒引当金戻入額 1,548 －

関係会社株式売却益 － 222,629

工事損失引当金戻入額 － 6,139

特別利益合計 3,590 249,469

特別損失   

固定資産除却損 11,456 －

投資有価証券評価損 61,666 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,709

課徴金 371,064 －

特別損失合計 444,187 16,709

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（△）

△326,801 522,375

法人税、住民税及び事業税 10,973 10,474

法人税等調整額 40,522 △6,279

法人税等合計 51,496 4,194

少数株主損益調整前四半期純利益 － 518,180

四半期純利益又は四半期純損失（△） △378,298 518,180
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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（△）

△326,801 522,375

減価償却費 203,640 105,715

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,548 △1,149

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,800 △1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △4,200 △14,149

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,308 42

受取利息及び受取配当金 △2,723 △2,353

支払利息 27,622 22,224

有形固定資産除売却損益（△は益） 11,096 △20,700

関係会社株式売却損益（△は益） － △222,629

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,709

投資有価証券評価損益（△は益） 61,666 －

課徴金 371,064 －

売上債権の増減額（△は増加） △230,419 △773,912

未成工事支出金の増減額（△は増加） 579,753 17,277

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 12,487 △22,371

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,618 △18,528

仕入債務の増減額（△は減少） △840,795 206,523

未成工事受入金の増減額（△は減少） △163,775 93,817

その他の流動負債の増減額（△は減少） 60,765 △6,684

その他 15,423 15,117

小計 △301,471 △83,677

利息及び配当金の受取額 2,424 2,358

利息の支払額 △26,919 △22,414

法人税等の支払額 △18,709 △19,836

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,675 △123,570

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △52,506 △69,516

有形固定資産の売却による収入 91,571 137,114

投資有価証券の取得による支出 △8,993 －

関係会社株式の売却による収入 － 200,122

貸付金の回収による収入 344 29,732

その他 110,623 106

投資活動によるキャッシュ・フロー 141,039 277,559
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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） 322,000 △540,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △74,280 △67,140

自己株式の取得による支出 △176 △116

リース債務の返済による支出 △304 △456

配当金の支払額 △37,715 △37,982

財務活動によるキャッシュ・フロー 209,524 54,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,887 208,292

現金及び現金同等物の期首残高 295,460 171,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 301,347 379,523
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）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及び、不動産の販売に関する事業 

 コンクリート製品事業：コンクリート製品の製造、販売及び型枠の賃貸に関する事業 

 食品事業   ：健康食品等の販売及び焼酎等アルコール類の製造、販売に関する事業 

不動産賃貸事業：不動産の賃貸に関する事業 

      

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日）  

  日本以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日）  

  海外売上高はないため、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

  
建設事業 
（千円） 

コンクリート
製品事業 

（千円）

食品事業
（千円）

不動産賃貸
    事業 
（千円）

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円）

売上高    

(1）外部顧客に対する売上

高 
 4,378,743  769,811  92,516  96,015  5,337,087  －  5,337,087

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  60,952  1,958  535  63,447 (△63,447)  －

計  4,378,743  830,764  94,474  96,551  5,400,534 (△63,447)  5,337,087

営業利益又は営業損失(△)  276,014  50,228  △34,630  24,484  316,096 (△188,241)  127,855
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 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、取締役会が経営

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、建設事業及び建設関連事業を中心とした事業を展開しており本社に建設事業、コンクリート製品

事業、不動産賃貸事業を管理する部署を置き、連結子会社においては食品事業を管理する部署を置き、包括

的な戦略を立案し、事業活動を行っております。 

 したがって、当社は事業部門及び子会社を基礎とした製品サービス別のセグメントから構成されており、

「建設事業」「コンクリート製品事業」「食品事業」及び「不動産賃貸事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

 「建設事業」は、橋梁工事、基礎工事、建築工事、橋梁補修工事の施工請負等、「コンクリート製品事

業」は、コンクリート二次製品の製造販売、型枠販売等、「食品事業」は、焼酎等アルコール類の製造販売

及び健康食品等の販売、「不動産賃貸事業」は不動産の賃貸に関する事業を行っております。  

  

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  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年10月１日 至平成23年３月31日） 

（注）1.セグメント利益調整額△188,832千円は、セグメント間取引消去△10千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△188,822千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費等であります。 

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。   

  

(追加情報)  

 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。  

  

  

該当事項はありません。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

建設事業 
コンクリー
ト製品事業 

食品事業
不動産賃
貸事業

計

売上高             

外部顧客に対する売上高 3,103,803 626,830 38,685 81,645 3850,965 － 3850,965 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 - 89,435 1,787 535 91,759  △91,759 － 

計 3,103,803 716,266 40,472 82,181 3,942,724  △91,759  3,850,965

セグメント利益 402,312 52,983  △12,929 34,932 477,298  △188,832 288,465 

（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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生産、受注及び販売の状況   

  

(1）生産実績 

当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注） 当社グループのコンクリート製品事業及び食品事業では、生産実績を金額で表示することが困難であります。

したがって、コンクリート二次製品の製造は製品生産重量をもって、また酒類の製造は製品生産容量をもって

生産実績としております。 

      なお、酒類製造を行なっていた霧島横川酒造株式会社は第１四半期末日をもって連結の範囲から除外してい

るため、食品事業の生産実績は第１四半期連結累計期間の実績であります。 

(2）受注実績 

当第２四半期連結累計期間の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）売上実績 

当第２四半期連結累計期間の売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．主な相手先別の売上実績と総売上実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

セグメントの名称 単位
当第２四半期連結累計期間 
（自平成22年10月１日  

   至平成23年３月31日） 
前年同四半期比（％）

建設事業 －  －  －

コンクリート製品事業 ｔ    5,489    86.0

食品事業 ℓ    29,083    23.8

不動産賃貸事業 －  －  －

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
（自平成22年10月１日  

   至平成23年３月31日）  
（千円）  

前年同四半期比（％）

建設事業  3,207,545  82.7

コンクリート製品事業  603,779  74.8

食品事業  －  －

不動産賃貸事業  －  －

合計  3,811,325  81.4

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
（自平成22年10月１日  

   至平成23年３月31日）  
（千円）  

前年同四半期比（％）

建設事業  3,103,803  70.9

コンクリート製品事業  626,830  81.4

食品事業  38,685  41.8

不動産賃貸事業  81,645  85.0

合計  3,850,965  72.2

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日  

  至 平成22年３月31日）  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日  

  至 平成23年３月31日）  

相手先 金額（千円） 割合（％） 相手先 金額（千円） 割合（％）

鹿児島県  1,053,764  19.7 鹿児島県  1,224,985  31.8

国土交通省  551,648  10.3              

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 
 550,920  10.3              
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(4）当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半期連結

会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に

おける売上高に比し第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がありますが、工事進

行基準に基づく売上高が工事の進捗度に応じて分散される割合が高まるため、季節的変動は軽減される傾向にあり

ます。 

  

 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

前第２四半期累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  

当第２四半期累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

  

  

種類別 期首繰越高 
（千円） 

期中受注高 
（千円） 

計
（千円） 

期中売上高
（千円） 

期末繰越高 
期中施工高
（千円） 手持高

（千円） うち施工高（千円） 

建設事業                            ％           

橋梁工事  4,754,587  3,362,271 8,116,859 3,612,598 4,504,261  14.8  668,000 3,147,833

基礎工事   59,990  293,762 353,752 297,145 56,607  2.5  1,438 282,429

建築工事  119,150  15,206 134,356 113,835 20,521  9.4  1,931 69,119

計  4,933,727  3,671,241 8,604,968 4,023,579 4,581,389  14.7  671,371 3,499,382

コンクリート製品事業                                            

製品販売  189,636  791,899 981,536 753,019 228,517  －  － －

型枠賃貸  1,747  10,034 11,781 11,611 170  －  － －

計  191,383  801,934 993,318 764,631 228,687  －  － －

不動産賃貸事業  －  － － 96,551 －  －  － －

合計  5,125,111  4,473,176 9,598,287 4,884,762 4,810,076  －  671,371 3,499,382

種類別 期首繰越高 
（千円） 

期中受注高 
（千円） 

計
（千円） 

期中売上高
（千円） 

期末繰越高 
期中施工高
（千円） 手持高

（千円） うち施工高（千円） 

建設事業                          ％          

橋梁工事  2,287,385  2,750,783 5,038,168 2,640,230 2,397,938  0.9  22,547 2,616,967

基礎工事   76,880  256,831 333,711 267,311 66,400  27.0  17,934 238,481

建築工事  46,860  301 47,161 18,801 28,360  64.0  18,141 25,842

計  2,411,125  3,007,916 5,419,041 2,926,343 2,492,698  2.4  58,623 2,881,292

コンクリート製品事業                                        

製品販売  161,450  590,719 752,170 610,241 141,929  －  － －

型枠賃貸  4,102  9,627 13,730 12,893 837  －  － －

計  165,553  600,347 765,900 623,134 142,766  －  － －

不動産賃貸事業  －  － － 82,181 －  －  － －

合計  2,576,678  3,608,263 6,184,942 3,631,659 2,635,464  －  58,623 2,881,292
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前事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

   

 （注）１．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減高が含

まれております。 

    ２．期末繰越高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は受注金額×進捗度によって算出しており、（期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工

高）に一致します。 

４. コンクリート製品事業の期末繰越高のうち施工高及び期中施工高は、受注生産と見込生産を併用しているた

め、計数は把握できておりません。 

５．食品事業については、当社で事業を行っておりませんので、事業区分の記載は省略しております。 

  

種類別 期首繰越高 
（千円） 

期中受注高 
（千円） 計（千円）

期中売上高
（千円） 

期末繰越高 
期中施工高
（千円） 手持高

（千円） うち施工高（千円） 

建設事業           ％     

橋梁工事  4,754,587  4,252,368 9,006,956 6,719,571 2,287,385  2.0  45,810 5,632,616

基礎工事  59,990  531,938 591,928 515,048 76,880  60.8  46,764 545,657

建築工事   119,150  72,357 191,507 144,647 46,860  23.7  11,100 109,099

計  4,933,727  4,856,665 9,790,392 7,379,267 2,411,125  4.3  103,674 6,287,374

コンクリート製品事業                 

製品販売  189,636  1,118,904 1,308,541 1,147,090 161,450  －  － －

型枠賃貸  1,747  22,233 23,981 19,878 4,102  －  － －

計  191,383  1,141,138 1,332,522 1,166,968 165,553  －  － －

不動産賃貸事業  －  － － 193,253 －  －  － －

合計  5,125,111  5,997,804 11,122,915 8,739,490 2,576,678  －  103,674 6,287,374
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