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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 220,200 4.0 3,741 117.0 3,058 163.8 899 9.2
23年3月期第3四半期 211,818 △15.9 1,723 △31.8 1,159 △59.8 823 △67.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,929百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,421百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 5.08 ―

23年3月期第3四半期 4.65 ―

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

24年3月期第3四半期 368,450 115,272 30.4 632.88
23年3月期 356,104 118,438 32.3 649.66

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  111,999百万円 23年3月期  114,968百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 302,000 3.5 4,900 155.5 4,200 208.8 2,900 ― 16.39
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(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ありますが、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
基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、
今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 185,213,602 株 23年3月期 185,213,602 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 8,246,486 株 23年3月期 8,246,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 176,967,142 株 23年3月期3Q 176,972,000 株
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（参考）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

                                                （％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有無：無 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定

を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  

  

  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  255,000 3.0 4,500 74.1 3,000 121.8 2,000  － 10 81
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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、東日本大震災による停滞から持ち直しの動きも見られました

が、円高による企業業績の悪化等により、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 建設業界におきましては、公共投資は震災関連を除き低調に推移するとともに、民間建設投資も低水準に留まっ

たため、受注環境は引き続き厳しい状況にありました。 

 このような情勢のなか、当社は、「環境経営№１」「すべての業務プロセスでクッションゼロ」「社会変化に対

応した改革の継続」を柱とした中期経営計画の推進、利益重視体質の維持とともに、受注力・施工力の向上に引き

続き努めてまいりました。また、利益ある成長に向け、アジア市場の需要取り込みに向けた基盤構築にも取り組ん

でまいりました。 

 当第３四半期の連結業績は、売上高につきましては、前年同四半期比4.0％増の2,202億円余となりました。損益

につきましては、営業利益は前年同四半期比117.0％増の37億円余、経常利益は前年同四半期比163.8％増の30億円

余となりましたが、特別損失に投資有価証券評価損等を計上したため、四半期純利益は前年同四半期比9.2％増の

８億円余となりました。 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

［建築事業］ 

 売上高は前年同四半期比12.5％増の1,332億円余、セグメント利益は前年同四半期比152.6％増の30億円余とな

りました。 

［土木事業］ 

 売上高は前年同四半期比15.0％減の617億円余、セグメント利益は前年同四半期比67.5％減の５億円余となり

ました。 

［不動産事業］ 

 売上高は前年同四半期比73.3％増の78億円余、セグメント利益は２億円余（前年同四半期はセグメント損失５

億円余）となりました。 

［その他事業］ 

 売上高は前年同四半期比6.7％増の173億円余、セグメント利益は０億円余（前年同四半期はセグメント損失６

億円余）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の増加などにより、前連結会計年

度に比べ123億円余増加し、3,684億円余となりました。負債は、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度に

比べ155億円余増加し、2,531億円余となりました。また純資産は、前連結会計年度に比べ31億円余減少し、1,152

億円余となりました。以上の結果、純資産の額から少数株主持分を控除した自己資本の額は1,119億円余となり、

自己資本比率は 前連結会計年度の32.3%から30.4%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月11日の第２四半期決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

    

（４）追加情報 

  (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

 誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

- 2 -



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 26,472 29,235

受取手形・完成工事未収入金等 109,056 118,869

有価証券 － 403

販売用不動産 20,865 16,231

商品及び製品 988 924

未成工事支出金 14,712 19,072

開発事業等支出金 8,404 12,521

材料貯蔵品 866 1,062

その他 23,354 27,874

貸倒引当金 △989 △574

流動資産合計 203,731 225,621

固定資産   

有形固定資産 60,480 58,958

無形固定資産 888 708

投資その他の資産   

投資有価証券 78,856 73,004

その他 18,378 16,800

貸倒引当金 △6,231 △6,643

投資その他の資産合計 91,003 83,161

固定資産合計 152,372 142,828

資産合計 356,104 368,450

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 49,194 52,455

短期借入金 27,327 47,449

1年内償還予定の社債 20,000 18,876

未払法人税等 373 576

未成工事受入金 23,185 27,069

工事損失引当金 1,350 823

その他の引当金 3,306 1,970

その他 16,439 17,123

流動負債合計 141,177 166,344

固定負債   

社債 36,976 43,100

長期借入金 32,294 19,220

退職給付引当金 16,828 17,211

その他 10,389 7,302

固定負債合計 96,487 86,833

負債合計 237,665 253,178
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,454 23,454

資本剰余金 31,709 31,709

利益剰余金 55,923 55,584

自己株式 △2,518 △2,518

株主資本合計 108,569 108,230

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,429 3,806

為替換算調整勘定 △30 △37

その他の包括利益累計額合計 6,399 3,769

少数株主持分 3,469 3,273

純資産合計 118,438 115,272

負債純資産合計 356,104 368,450
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 211,818 220,200

売上原価 193,532 201,023

売上総利益 18,285 19,177

販売費及び一般管理費 16,562 15,436

営業利益 1,723 3,741

営業外収益   

受取利息 223 162

受取配当金 900 755

持分法による投資利益 1,051 1,090

その他 297 290

営業外収益合計 2,473 2,298

営業外費用   

支払利息 1,768 1,587

為替差損 873 846

その他 395 546

営業外費用合計 3,037 2,980

経常利益 1,159 3,058

特別利益   

固定資産売却益 0 46

投資有価証券売却益 131 28

ゴルフ会員権償還益 － 39

貸倒引当金戻入額 91 9

その他 18 0

特別利益合計 241 124

特別損失   

固定資産除却損 22 39

投資有価証券評価損 644 1,294

貸倒引当金繰入額 － 272

災害による損失 － 126

その他 52 57

特別損失合計 719 1,791

税金等調整前四半期純利益 681 1,391

法人税、住民税及び事業税 147 478

法人税等調整額 42 19

法人税等合計 190 498

少数株主損益調整前四半期純利益 491 893

少数株主損失（△） △332 △6

四半期純利益 823 899
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 491 893

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,900 △2,853

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 31

その他の包括利益合計 △1,912 △2,822

四半期包括利益 △1,421 △1,929

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,179 △1,730

少数株主に係る四半期包括利益 △241 △198
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  該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第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） 

  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  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引118百万円が含まれています。 

   ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

  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  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引△135百万円が含まれています。 

 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を行っています。  

  

  

 該当事項はありません。     

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高  118,388  72,639  4,538  16,252       －  211,818

セグメント間の内部売上高又は振替高  276  84  76  1,341    (1,779)  －

計  118,664  72,724  4,615  17,594    (1,779)  211,818

セグメント利益又は損失（△）  1,200  1,641  △556  △679         118  1,723

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高  133,241  61,759  7,866  17,333  －  220,200

セグメント間の内部売上高又は振替高  1,713  382  9  1,624     (3,729)  －

計  134,955  62,142  7,875  18,957     (3,729)  220,200

セグメント利益  3,034  533  237  72       (135)  3,741

（５）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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（単位：百万円）

  

４．補足情報

（１）（参考）四半期個別貸借対照表

  
前会計年度に係る
要約貸借対照表 

（平成23年３月31日）  

  
当第３四半期会計期間 
（平成23年12月31日）  

 資産の部     

  流動資産      

   現金預金  23,879  25,965

   受取手形・完成工事未収入金  106,659  116,121

     有価証券  －  403

   販売用不動産  9,817  5,379

   未成工事支出金  15,658  20,156

     開発事業等支出金  834  2,330

   材料貯蔵品  34  29

   その他  25,441  29,633

   貸倒引当金  △943  △465

   流動資産合計  181,382  199,555

  固定資産     

   有形固定資産  52,319  50,820

   無形固定資産  617  492

   投資その他の資産     

    投資有価証券  58,773  52,932

    その他  15,147  13,696

    貸倒引当金  △4,301  △4,740

    投資その他の資産計  69,618  61,888

   固定資産合計  122,555  113,200

  資産合計  303,938  312,756

 負債の部     

  流動負債     

   工事未払金  42,918  44,143

   短期借入金  20,025  40,052

   １年内償還予定の社債  20,000  13,000

   未払法人税等  299  188

   未成工事受入金  22,908  27,088

   工事損失引当金  1,324  780

   その他の引当金  2,625  1,567

   その他  18,990  17,628

   流動負債合計  129,091  144,449

  固定負債     

   社債  31,000  43,000

   長期借入金  27,594  15,000

   退職給付引当金    14,661  15,040

   その他  9,110  6,364

   固定負債合計  82,365  79,404

  負債合計  211,457  223,854
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                                             （単位：百万円）

  

  

（注）四半期個別貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

  

  

前会計年度に係る 

要約貸借対照表 

（平成23年３月31日）  

  

当第３四半期会計期間 

（平成23年12月31日）  

 純資産の部      

  株主資本     

   資本金   23,454  23,454

   資本剰余金  31,579  31,579

   利益剰余金  31,357  30,281

   自己株式  △48  △48

   株主資本合計  86,342  85,266

  評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金  6,138  3,635

   評価・換算差額等合計  6,138  3,635

  純資産合計   92,481  88,901

 負債純資産合計    303,938  312,756
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（単位：百万円）   

  

  

（注）四半期個別損益計算書は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。  

  

  

  

（２）（参考）四半期個別損益計算書

  
前第３四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日）

 売上高  179,286  179,910

 売上原価    164,020  165,595

 売上総利益  15,265  14,314

 販売費及び一般管理費  12,558  11,200

 営業利益  2,706  3,114

 営業外収益   

  受取利息  222  165

  受取配当金  1,335  1,089

  その他  202  225

  営業外収益合計  1,759  1,480

 営業外費用     

  支払利息  1,591  1,421

  為替差損  873  845

  その他  321  346

  営業外費用合計  2,787  2,613

 経常利益  1,679  1,982

 特別利益   

  投資有価証券売却益  131  28

  貸倒引当金戻入額  112  9

  その他  18  －

  特別利益合計  262  37

 特別損失    

  固定資産除却損  17  27

  投資有価証券評価損  644  1,279

  貸倒引当金繰入額  －  272

  その他  40  100

  特別損失合計  702  1,679

 税引前四半期純利益  1,239  340

 法人税等  126  120

 四半期純利益  1,112  219
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（単位：百万円）

（注）１．前期手持工事高（建築事業国内民間）は、発注者と契約解消の合意をしたことにより、4,070百万円を減額しております。 
   ２．当第３四半期土木事業の海外受注工事高がマイナス表示されているのは、為替変動により現地通貨建て海外工事の請負金額が減少 
     した影響によるものであります。  

（３）建築事業・土木事業・不動産事業別 受注、完成、手持工事高（個別）

  

前第３四半期累計期間 

(自 平成22年 4月 1日 

   至 平成22年12月31日）

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年 4月 1日 

   至 平成23年12月31日）

増   減 

  金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

  受 

  注 

  工 

  事 

  高 

建築事業 

国 内 官 公 庁 3,220   1.9 7,214   4.0 3,993   124.0

国 内 民 間 92,281   53.6 90,942   51.0  △1,339  △1.5

海    外 2,194   1.3 5,972   3.3 3,777   172.1

不 動 産 4,390   2.5 6,941   3.9 2,551   58.1

(計)       (102,086)  (59.3)   (111,070)  (62.3)     (8,983)  (8.8)

土木事業 

国 内 官 公 庁 23,711   13.8 42,496   23.8 18,784   79.2

国 内 民 間 13,800   8.0 25,964   14.6 12,163   88.1

海    外 32,668   19.0  △1,119  △0.6  △33,788       －

(計)   (70,181)  (40.7)   (67,340)  (37.7)   (△2,840)     (△4.0)

合  計 

国 内 官 公 庁 26,932   15.6 49,710   27.9 22,778   84.6

国 内 民 間 106,081   61.6 116,906   65.5 10,824   10.2

海    外 34,863   20.2 4,853   2.7  △30,010  △86.1

不 動 産 4,390   2.5 6,941   3.9 2,551   58.1

(計)   (172,267)  (100.0)   (178,411)  (100.0)   (6,143)  (3.6)

  完 

  成 

  工 

  事 

  高 

建築事業 

国 内 官 公 庁 12,063   6.7 9,562   5.3  △2,500  △20.7

国 内 民 間 90,161   50.3 100,043   55.6 9,882   11.0

海    外 1,466   0.8 2,297   1.3  831  56.7

不 動 産 3,867   2.2           6,894  3.8 3,027   78.3

(計)   (107,558)  (60.0)   (118,798)  (66.0)   (11,240)  (10.5)

土木事業 

国 内 官 公 庁 39,645   22.1 30,393   16.9  △9,251  △23.3

国 内 民 間 21,636   12.1 16,593   9.2  △5,043  △23.3

海    外 10,445   5.8 14,124   7.9 3,678   35.2

(計)   (71,727)  (40.0)   (61,111)  (34.0)   (△10,616)  (△14.8)

合  計 

国 内 官 公 庁 51,708   28.8 39,956   22.2  △11,752  △22.7

国 内 民 間 111,798   62.4 116,637   64.8 4,838   4.3

海    外 11,911   6.6 16,422   9.1 4,510   37.9

不 動 産 3,867   2.2 6,894   3.8 3,027   78.3

(計)   (179,286)  (100.0)   (179,910)  (100.0)  (623)  (0.3)

  手 

  持 

  工 

  事 

  高 

建築事業 

国 内 官 公 庁 13,875   4.7 15,048   4.2 1,172     8.4

国 内 民 間 124,414   42.1 181,889   50.5 57,475   46.2

海    外 1,303   0.4 5,459   1.5 4,156   318.9

不 動 産  669  0.2  533  0.1  △136  △20.4

(計)   (140,263)  (47.5)   (202,930)  (56.3)   (62,667)  (44.7)

土木事業 

国 内 官 公 庁 55,005   18.6 76,304   21.2 21,298   38.7

国 内 民 間 47,233   16.0 47,387   13.2  154  0.3

海    外 53,032   17.9 33,605   9.3  △19,426  △36.6

(計)   (155,270)  (52.5)   (157,297)  (43.7)        (2,026)  (1.3)

合  計 

国 内 官 公 庁 68,881   23.3 91,352   25.4 22,470   32.6

国 内 民 間 171,647   58.1 229,277   63.6 57,629   33.6

海    外 54,335   18.4 39,065   10.8  △15,270  △28.1

不 動 産  669  0.2  533  0.1  △136  △20.4

(計)       (295,533)  (100.0)       (360,227)  (100.0)      (64,693)  (21.9)
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                                            （単位：百万円） 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率を示します。                        

  

  ①連結                                      （単位：百万円） 

   （注）パーセント表示は、売上高総利益率を示します。  

  

（４）個別受注予想

  
通  期 

金 額  ％ 

24年３月期予想 

建築事業  185,000 △12.3 

土木事業  100,000        4.2  

合  計  285,000     △7.1 

23年３月期実績 

建築事業   210,888       21.8  

土木事業    95,974      △4.1 

合  計   306,863       12.3 

（５）平成24年３月期業績の実績と見通し

  

  

第３四半期連結累計期間 通期 

  
前期実績 当期実績 

  
前期実績 通期予想 

  

  対前期比 対前期比 

   売上高  211,818  220,200  8,382  291,887  302,000  10,112

     建設事業計   191,027  195,000     3,973    262,462  269,000  6,537

       建築事業  118,388  133,241  14,853  159,652  177,300  17,647

       土木事業  72,639  61,759  △10,879  102,810  91,700  △11,110

     不動産事業  4,538  7,866  3,327  7,219  9,300  2,080

     その他事業  16,252  17,333  1,081  22,205    23,700  1,494

                    

  
 売上総利益 

 18,285  19,177  891  24,363  25,800  1,436

      % 8.6 8.7%       %0.1     %8.3     % 8.5      % 0.2

    
 建設事業計  

    16,033  15,384  △649  21,061  20,600  △461

           % 8.4        7.9%    %△0.5        8.0%        7.7%     %△0.3

      
 建築事業 

 9,213  10,008  794  11,999  13,300    1,300

             7.8%        7.5%    %△0.3        7.5%        7.5%      0.0%

      
 土木事業 

 6,820  5,376  △1,443  9,062        7,300   △1,762

             9.4%        8.7%     %△0.7        8.8%        8.0%     %△0.8

    
 不動産事業 

 167  1,090  923  △ 52  1,400  1,452

           3.7%       13.9%     10.2%      %△0.7       15.1%        －

    
 その他事業 

 2,085  2,702  617  3,354  3,800  445

          12.8%       15.6%      2.8%       15.1%       16.0%      0.9%

   販売費及び一般管理費  16,562  15,436  △1,125  22,445  20,900  △1,545

   営業利益   1,723  3,741  2,017  1,918  4,900  2,981

   経常利益  1,159  3,058  1,898  1,360  4,200  2,839

   当期純利益    823  899  76  △2,547  2,900  5,447
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  ②個別                                      （単位：百万円）    

    （注）パーセント表示は、売上高総利益率を示します。   

  

  

第３四半期累計期間 通期 

  
前期実績  当期実績 前期実績 通期予想  

  

  対前期比 対前期比 

   売上高  179,286  179,910  623  247,689  255,000  7,310

     建設事業計   175,419  173,015  △2,403  241,428  247,000  5,571

       建築事業  103,691  111,904  8,212  139,704  157,000  17,295

       土木事業  71,727  61,111  △10,616  101,724  90,000  △11,724

     不動産事業  3,867  6,894  3,027  6,260  8,000  1,739

                    

  
 売上総利益 

 15,265  14,314  △951  19,694  19,500  △194

         8.5%        8.0%     %△0.5        8.0%        7.6%     %△0.4

    
 建設事業計  

 14,979  13,461  △1,517  19,506  18,500  △1,006

           8.5%        7.8%    %△0.7        8.1%        7.5%     %△0.6

      
 建築事業 

 8,410  8,149  △260  10,772  11,500  727

             8.1%        7.3%     %△0.8        7.7%        7.3%     %△0.4

      
 土木事業 

 6,568  5,311  △1,257  8,734  7,000  △1,734

             9.2%        8.7%     %△0.5        8.6%        7.8%     %△0.8

    
 不動産事業 

 286  853  566  187  1,000  812

           7.4%       12.4%       %5.0        3.0%       12.5%       %9.5

   販売費及び一般管理費  12,558  11,200  △1,358  17,110  15,000  △2,110

   営業利益   2,706  3,114  407  2,584  4,500  1,915

   経常利益  1,679  1,982  302  1,352  3,000  1,647

   当期純利益    1,112  219  △892  △2,360  2,000  4,360
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