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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 159,365 △1.8 8,913 42.7 8,568 28.3 6,436 28.6

27年３月期第２四半期 162,253 22.7 6,246 566.0 6,679 307.6 5,004 272.3

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 3,128百万円(△60.9％) 27年３月期第２四半期 8,009百万円( △7.2 ％)
　

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

28年３月期第２四半期 23.24 －

27年３月期第２四半期 18.07 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 372,747 149,912 39.7

27年３月期 386,469 149,553 38.3

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 148,095百万円 27年３月期 147,847百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

27年３月期 － － － 10.00 10.00

28年３月期 － －

28年３月期(予想) － 13.00 13.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 315,000 △8.2 16,000 83.7 15,700 58.0 12,000 30.1 43.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 － 社（社名） 、除外 － 社（社名）
　

　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積り
の変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 277,957,513株 27年３月期 277,957,513株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 1,013,902株 27年３月期 1,006,003株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 276,947,401株 27年３月期２Ｑ 276,966,710株
　

　

※ 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きの対象外であります。
なお、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きは終了
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
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異なる結果となる可能性があります。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料２ページ「連
結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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■個別業績の概況（参考）

(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第２四半期の個別業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（１）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 ％

28年３月期第２四半期 154,737 1.3 8,574 70.4 8,133 48.9 6,212 39.1

27年３月期第２四半期 152,779 22.1 5,031 － 5,461 390.7 4,465 317.6

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

28年３月期第２四半期 22.43 －

27年３月期第２四半期 16.12 －

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 356,141 144,672 40.6

27年３月期 370,622 145,127 39.2

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 144,672 百万円 　27年３月期 145,127 百万円

２．平成28年３月期の個別業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 303,000 △6.9 14,500 151.2 14,100 68.3 12,500 44.94 45.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、中国をはじめとする海外経済の減速による影響が懸念されるなか、

企業収益の改善や政府による経済再生などの各種政策効果により、緩やかに回復していきました。

建設業界におきましては、インフラ関連工事や民間建設投資などの需要に支えられ、堅調に推移しました。

このような状況の中、当社グループの業績は、連結売上高が前年同四半期比2,888百万円減少（1.8％減）の

159,365百万円となりました。営業利益につきましては、国内工事の採算改善により前年同四半期比2,666百万円増

加（42.7％増）の8,913百万円となりました。経常利益につきましては、前年同四半期比1,889百万円増加（28.3％

増）の8,568百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同四半期比1,431百万円増加

（28.6％増）の6,436百万円となりました。

なお、当社グループの売上高の大部分を占める完成工事高は、計上時期が第４四半期連結会計期間に集中する傾

向にありますが、販売費及び一般管理費は経常的に発生することから第２四半期連結累計期間の売上高に対する費

用負担割合が大きくなる傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に株価下落により投資有価証券が減少したことから、前

連結会計年度末と比較して13,722百万円減少（3.6％減）の372,747百万円となりました。

負債につきましては、社債を発行しましたが、借入金の減少、支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少等によ

り、前連結会計年度末と比較して14,081百万円減少（5.9％減）の222,834百万円となりました。

純資産につきましては、株価下落によりその他有価証券評価差額金が減少しましたが、利益剰余金の増加等によ

り、前連結会計年度末と比較して359百万円増加（0.2％増）の149,912百万円となりました。この結果、自己資本

比率は前連結会計年度末と比較して1.4ポイント増加して39.7％となっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年５月13日に平成27年３月期決算短信[日本基準]（連結）において公表しました平成28年３月期通期の業

績予想を変更しております。また、業績予想の修正に伴い、期末配当予想を修正しております。

詳細は、本日公表しました「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載

し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売

却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方

法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 37,572 35,570

受取手形・完成工事未収入金等 152,229 150,810

有価証券 177 37

未成工事支出金 14,537 14,270

販売用不動産 2,917 3,515

不動産事業支出金 1,896 1,045

材料貯蔵品 156 194

繰延税金資産 4,317 3,997

立替金 13,336 12,214

その他 8,973 6,944

貸倒引当金 △243 △273

流動資産合計 235,871 228,327

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 22,507 21,048

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,000 908

土地 45,758 45,745

リース資産（純額） 96 78

建設仮勘定 776 1,594

有形固定資産合計 70,140 69,376

無形固定資産 719 657

投資その他の資産

投資有価証券 75,701 69,658

長期貸付金 176 153

繰延税金資産 11 16

その他 3,962 4,669

貸倒引当金 △114 △111

投資その他の資産合計 79,738 74,386

固定資産合計 150,598 144,419

資産合計 386,469 372,747
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 102,505 91,288

短期借入金 36,807 24,580

1年内償還予定の社債 825 -

未払法人税等 1,659 1,587

未成工事受入金 15,176 8,366

完成工事補償引当金 1,322 1,757

賞与引当金 1,533 1,885

工事損失引当金 6,031 4,771

不動産事業等損失引当金 36 21

預り金 16,979 14,873

その他 8,556 7,983

流動負債合計 191,434 157,115

固定負債

社債 10,000 35,000

長期借入金 6,286 3,960

繰延税金負債 13,994 11,811

環境対策引当金 226 226

退職給付に係る負債 11,058 10,777

資産除去債務 206 224

その他 3,709 3,717

固定負債合計 45,481 65,718

負債合計 236,915 222,834

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 78,372 82,039

自己株式 △299 △302

株主資本合計 122,367 126,030

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,759 23,869

為替換算調整勘定 225 230

退職給付に係る調整累計額 △2,504 △2,034

その他の包括利益累計額合計 25,480 22,064

非支配株主持分 1,706 1,817

純資産合計 149,553 149,912

負債純資産合計 386,469 372,747

決算短信 （宝印刷）  2015年11月05日 16時45分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



西松建設株式会社(1820) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

6

（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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高

完成工事高 157,579 153,590

不動産事業等売上高 4,674 5,775

売上高合計 162,253 159,365

売上原価

完成工事原価 146,516 139,660

不動産事業等売上原価 2,877 3,710

売上原価合計 149,394 143,370

売上総利益

完成工事総利益 11,063 13,929

不動産事業等総利益 1,796 2,064

売上総利益合計 12,859 15,994

販売費及び一般管理費 6,612 7,081

営業利益 6,246 8,913

営業外収益

受取利息 112 67

受取配当金 447 443

為替差益 308 -

その他 169 237

営業外収益合計 1,038 748

営業外費用

支払利息 299 257

為替差損 - 645

資金調達費用 179 150

その他 125 40

営業外費用合計 605 1,093

経常利益 6,679 8,568

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 - 0

特別利益合計 1 1

特別損失

固定資産売却損 6 213

減損損失 163 -

本社移転費用 117 22

建物建替損失 - 122

その他 125 47

特別損失合計 413 405

税金等調整前四半期純利益 6,267 8,164

法人税等 812 1,603

四半期純利益 5,455 6,560

非支配株主に帰属する四半期純利益 450 124

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,004 6,436
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 5,455 6,560

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,147 △3,889

為替換算調整勘定 △98 △12

退職給付に係る調整額 504 469

その他の包括利益合計 2,553 △3,432

四半期包括利益 8,009 3,128

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,586 3,020

非支配株主に係る四半期包括利益 422 107
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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２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30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 6,267 8,164

減価償却費 849 931

減損損失 163 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 27

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,352 △1,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 230 189

受取利息及び受取配当金 △560 △511

支払利息 299 257

固定資産売却損益（△は益） 5 212

売上債権の増減額（△は増加） △7,874 1,412

未成工事支出金の増減額（△は増加） 3,690 266

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △1 962

その他の資産の増減額（△は増加） △3,337 2,941

仕入債務の増減額（△は減少） △9,368 △11,184

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,841 △6,802

その他の負債の増減額（△は減少） 3,162 △2,086

その他 △179 566

小計 △12,839 △5,912

利息及び配当金の受取額 568 507

利息の支払額 △356 △295

法人税等の支払額 △708 △1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,335 △7,421

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

△473 △16

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還
による収入

1 11

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,110 △1,356

有形及び無形固定資産の売却による収入 32 312

貸付けによる支出 - △2

貸付金の回収による収入 198 27

定期預金の純増減額（△は増加） - 150

その他の支出 △132 △463

その他の収入 - 82

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,483 △1,255

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） 2,117 8,156

長期借入金の返済による支出 △2,342 △22,770

社債の発行による収入 - 25,000

社債の償還による支出 △75 △825

非支配株主からの払込みによる収入 - 6

配当金の支払額 △1,660 △2,760

非支配株主への配当金の支払額 △1 △2

その他 267 227

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,694 7,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 377 △207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,136 △1,852

現金及び現金同等物の期首残高 53,052 37,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,916 35,570
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30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)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

外部顧客への売上高 67,753 90,358 4,141 162,253 ― 162,253

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 416 416 △416 ―

計 67,753 90,358 4,558 162,670 △416 162,253

セグメント利益 2,512 2,328 1,406 6,246 ― 6,246

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

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30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)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

外部顧客への売上高 66,631 87,451 5,281 159,365 ― 159,365

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 7 393 401 △401 ―

計 66,631 87,459 5,675 159,766 △401 159,365

セグメント利益 3,751 3,550 1,612 8,913 ― 8,913

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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４．補足情報

（１）四半期個別貸借対照表

　

(単位：百万円)

　 　
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部 　

　流動資産

　 現金預金 30,726 27,157

　 受取手形・完成工事未収入金 152,509 151,232

　 有価証券 167 37

　 未成工事支出金 14,498 14,270

　 販売用不動産 2,476 3,081

　 不動産事業支出金 1,896 1,045

　 材料貯蔵品 116 172

　 繰延税金資産 4,170 3,887

　 その他 22,012 18,693

　 貸倒引当金 △243 △273

　 流動資産合計 228,330 219,305

　固定資産

　 有形固定資産 64,129 63,411

　 無形固定資産 682 626

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 72,484 66,710

　 その他 5,109 6,199

　 貸倒引当金 △114 △111

　 投資その他の資産計 77,479 72,798

　 固定資産合計 142,291 136,836

　資産合計 370,622 356,141
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(単位：百万円)

　 　
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

　流動負債

　 支払手形・工事未払金 100,213 89,459

　 短期借入金 33,899 21,899

　 未払法人税等 1,606 1,561

　 未成工事受入金 14,623 5,358

　 預り金 16,958 14,860

　 完成工事補償引当金 1,322 1,757

　 工事損失引当金 6,031 4,771

　 その他の引当金 1,536 1,860

　 その他 8,113 7,687

　 流動負債合計 184,306 149,214

　固定負債

　 社債 10,000 35,000

　 長期借入金 4,950 2,950

　 繰延税金負債 14,042 11,856

　 退職給付引当金 8,459 8,630

　 資産除去債務 206 224

　 その他 3,529 3,592

　 固定負債合計 41,188 62,254

　負債合計 225,495 211,469

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 73,387 76,829

　 自己株式 △299 △302

　 株主資本合計 117,382 120,821

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 27,745 23,851

　 評価・換算差額等合計 27,745 23,851

　純資産合計 145,127 144,672

負債純資産合計 370,622 356,141
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（２）四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

　 　 前第2四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 　 　 　

　完成工事高 148,998 150,007

　不動産事業等売上高 3,781 4,730

　売上高合計 152,779 154,737

売上原価

　完成工事原価 139,178 136,445

　不動産事業等売上原価 2,169 2,891

　売上原価合計 141,348 139,337

売上総利益

　完成工事総利益 9,819 13,561

　不動産事業等総利益 1,612 1,839

　売上総利益合計 11,431 15,400

販売費及び一般管理費 6,400 6,825

営業利益 5,031 8,574

営業外収益

　受取利息 61 30

　受取配当金 476 462

　為替差益 309 －

　その他 172 147

　営業外収益合計 1,019 640

営業外費用

　支払利息 248 186

　社債利息 37 66

　為替差損 － 645

　その他 304 183

　営業外費用合計 589 1,081

経常利益 5,461 8,133

特別利益 1 1

特別損失 413 405

税引前四半期純利益 5,049 7,729

法人税等 584 1,517

四半期純利益 4,465 6,212

(注) 1 四半期個別財務諸表は、法定開示における四半期レビューの対象となっておりません。

2 四半期個別財務諸表は、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、科目の区分掲記については一部要約しております。
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（３）建設事業受注高の概況

　
① 平成28年３月期第２四半期 受注高実績

（単位：百万円）

区 分

前第２四半期
（自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日）

当第２四半期
（自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日）

比較増減

金 額 金 額 金 額
増減率
（％）

連 結 169,620 99,435 △70,184 △41.4

個 別 168,831 97,846 △70,984 △42.0

　
（参考）個別受注高実績内訳

（単位：百万円）

区 分

前第２四半期
（自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日）

当第２四半期
（自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日）

比較増減

金 額
構成比
（％）

金 額
構成比
（％）

金 額
増減率
（％）

土木

国内官公庁 69,288 41.0 10,837 11.1 △58,450 △84.4

国内民間 7,231 4.3 10,648 10.9 3,417 47.3

海 外 22,903 13.6 △5,798 △6.0 △28,702 －

計 99,423 58.9 15,687 16.0 △83,736 △84.2

建築

国内官公庁 9,771 5.8 4,090 4.2 △5,680 △58.1

国内民間 59,518 35.3 78,016 79.7 18,498 31.1

海 外 118 0.0 51 0.1 △66 △56.6

計 69,407 41.1 82,158 84.0 12,751 18.4

計

国内官公庁 79,059 46.8 14,927 15.3 △64,131 △81.1

国内民間 66,749 39.6 88,665 90.6 21,915 32.8

海 外 23,022 13.6 △5,747 △5.9 △28,769 －

計 168,831 100.00 97,846 100.00 △70,984 △42.0

② 平成28年３月期 受注高予想（通期）

（単位：百万円）

区 分

27年３月期実績
（自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日）

28年３月期予想
（自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日）

比較増減

金 額 金 額 金 額
増減率
（％）

連 結 345,853 300,000 △45,853 △13.3

個 別 339,094 293,000 △46,094 △13.6

（注）受注高予想は、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、実際の受注高

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。
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