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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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2四半期 3,598 △11.5 △334 ― △351 ― △352 ―
22年3月期第2四半期 4,065 △13.6 △361 ― △375 ― △383 ―

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2四半期 △44.94 ―
22年3月期第2四半期 △48.86 ―

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2四半期 8,705 1,531 17.5 195.08
22年3月期 10,675 2,012 18.9 256.44

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,519百万円 22年3月期  2,012百万円

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 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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 12,000 △0.5 100 2.3 60 △3.6 40 80.4 5.10



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、[添付資料]Ｐ．３「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」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 7,850,000株 22年3月期  7,850,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,110株 22年3月期  1,110株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,848,890株 22年3月期2Q 7,848,890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経済は、一部には回復の兆しが見られるものの、全体的な回復には至

らず、また急激な円高の進行等の影響により先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 また、当社グループと関係が深い建設業界におきましては、依然、建設投資の縮小と競争激化の中で、引き続き

厳しい受注環境で推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は54億14百万円（前年同四半期比9.2％増）、売上高は35億98百

万円（同11.5％減）、繰越高は51億72百万円（同17.9％増）となりました。利益につきましては、営業損失3億34

百万円（前年同四半期 営業損失3億61百万円）、経常損失3億51百万円（同 経常損失3億75百万円）、四半期純

損失3億52百万円（同 四半期純損失3億83百万円）となりました。 

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

ア．建築事業 

建築事業においては、民間建築投資の縮小と競争激化等、厳しい受注環境で推移いたしました。この結果、受

注高は24億69百万円（前年同四半期比9.8％減）、売上高は、18億74百万円（同12.6％減）となりました。繰越

高は、30億75百万円（同37.0％増）となりました。営業損失は、82百万円となりました。 

イ．土木緑地事業 

土木緑地事業においては、官庁工事及び民間工事の縮小と競争激化等、厳しい受注環境で推移いたしました。

この結果、受注高は15億43百万円（前年同四半期比55.4％増）、売上高は、8億13百万円（同10.1％減）となり

ました。繰越高は、14億22百万円（同3.6％減）となりました。営業損失は、5百万円となりました。 

ウ．環境関連事業 

環境関連事業においては、受注高は9億99百万円（前年同四半期比23.9％増）、売上高は5億7百万円（同

16.2％減）、繰越高は6億74百万円（同3.2％増）となりました。営業利益は、4百万円となりました。 

エ．不動産事業 

受注高は67百万円（前年同四半期比27.4％減）、売上高は67百万円（同14.9％減）となりました。営業損失

は、2百万円となりました。 

 エ．その他事業 

受注高及び売上高は、3億35百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。営業損失は、17百万円となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間末の総資産は87億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億69百万円減少いたしま

した。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等であります。 

当第２四半期連結累計期間末の負債合計は71億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億88百万円減少いた

しました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少等であります。 

当第２四半期連結累計期間末の純資産の部は15億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億81百万円減少いた

しました。主な要因は、利益剰余金の減少であります 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

－2－

常磐開発（株）　（１７８２）　平成23年３月期　第２四半期決算短信



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ54百万円増加し、9億50百万円（前年同四半期比4.4％増）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、6億16百万円（前年同四半期 12百万円の使用）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純損失3億47百万円、たな卸資産の増加額3億32百万円、仕入債務の減少額18億75百万円、その他

の流動資産の増加額3億47百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少額26億38百万円、未成工事受入金

の増加8億84百万円等の資金の増加があったこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は、33百万円（前年同四半期 0百万円の使用）となりました。これは主に、子会社

株式の売却による収入21百万円の資金の増加がありましたが、投資有価証券の取得による支出15百万円、有形固定

資産の取得による支出25百万円、定期預金の預入による支出（純額）6百万円、その他の支出8百万円等の資金の減

少があったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は、5億27百万円（前年同四半期 2億41百万円の使用）となりました。これは主

に、長期借入による収入4億円の資金の増加がありましたが、長期借入金の返済による支出3億10百万円、短期借入

金の純減少額5億92百万円の資金の減少があったこと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 

 連結業績予想につきましては、平成22年11月８日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

  現時点において、予想数値の変更はございません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第２四半期連結累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。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

  

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

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22年９月30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 1,023,958 962,868

受取手形・完成工事未収入金等 1,707,281 4,345,454

販売用不動産 879,744 944,030

未成工事支出金 504,248 122,728

不動産事業支出金 9,535 －

繰延税金資産 93,975 93,987

その他 614,666 226,453

貸倒引当金 △13,426 △14,710

流動資産合計 4,819,983 6,680,811

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,224,910 1,222,972

機械、運搬具及び工具器具備品 699,911 688,986

土地 1,687,248 1,687,558

リース資産 23,568 15,600

減価償却累計額 △1,224,216 △1,206,751

有形固定資産計 2,411,422 2,408,366

無形固定資産   

のれん 17,693 22,505

その他 22,576 24,845

無形固定資産計 40,270 47,350

投資その他の資産   

投資有価証券 1,107,765 1,218,114

リース債権 170,829 173,343

その他 188,523 180,889

貸倒引当金 △32,936 △33,104

投資その他の資産計 1,434,182 1,539,243

固定資産合計 3,885,876 3,994,960

資産合計 8,705,859 10,675,772
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,299,273 3,170,661

短期借入金 3,052,000 3,644,320

1年内返済予定の長期借入金 516,715 503,280

未払法人税等 6,325 25,858

未成工事受入金 957,529 72,820

賞与引当金 157,868 200,918

完成工事補償引当金 8,989 8,803

工事損失引当金 1,733 －

その他 409,348 304,044

流動負債合計 6,409,782 7,930,705

固定負債   

長期未払金 95,901 157,654

長期借入金 333,268 256,833

繰延税金負債 96 1,039

再評価に係る繰延税金負債 152,871 153,066

退職給付引当金 120,111 112,471

その他 62,660 51,200

固定負債合計 764,911 732,266

負債合計 7,174,693 8,662,971

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 635,395 1,011,392

自己株式 △168 △168

株主資本合計 1,949,731 2,325,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △190,913 △73,740

土地再評価差額金 △239,590 △239,303

評価・換算差額等合計 △430,503 △313,043

少数株主持分 11,938 115

純資産合計 1,531,166 2,012,800

負債純資産合計 8,705,859 10,675,772
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,065,831 3,598,832

売上原価 3,808,288 3,340,514

売上総利益 257,543 258,317

販売費及び一般管理費 618,886 592,458

営業損失（△） △361,342 △334,140

営業外収益   

受取利息 485 361

受取配当金 17,689 20,632

受取賃貸料 3,996 3,337

負ののれん償却額 1,249 1,249

その他 6,285 8,087

営業外収益合計 29,705 33,669

営業外費用   

支払利息 37,814 39,498

その他 6,299 12,001

営業外費用合計 44,113 51,500

経常損失（△） △375,750 △351,971

特別利益   

子会社株式売却益 － 9,084

貸倒引当金戻入額 4,083 2,058

その他 549 －

特別利益合計 4,633 11,143

特別損失   

固定資産売却損 87 42

固定資産除却損 114 191

減損損失 2,024 310

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,037

その他 45 －

特別損失合計 2,271 6,582

税金等調整前四半期純損失（△） △373,388 △347,410

法人税等 10,177 5,442

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △352,852

少数株主損失（△） △76 △114

四半期純損失（△） △383,490 △352,737
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △373,388 △347,410

減価償却費 40,515 40,217

減損損失 2,024 310

のれん償却額 835 835

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,045 △1,452

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,695 △43,049

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △37 186

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,209 1,733

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,369 7,639

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △176,660 －

受取利息及び受取配当金 △18,174 △20,994

支払利息 37,814 39,498

持分法による投資損益（△は益） 3,374 7,153

有形固定資産除却損 114 191

有形固定資産売却損益（△は益） 87 42

子会社株式売却損益（△は益） － △9,084

売上債権の増減額（△は増加） 1,808,383 2,638,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △625,744 △332,752

リース債権の増減額（△は増加） 2,183 2,342

未収入金の増減額（△は増加） 34,868 △36,057

その他の流動資産の増減額（△は増加） △311,377 △347,891

仕入債務の増減額（△は減少） △1,329,471 △1,875,388

未成工事受入金の増減額（△は減少） 682,070 884,808

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,553 △25,118

未払金の増減額（△は減少） △9,857 242

未払費用の増減額（△は減少） △16,963 △33,718

前受金の増減額（△は減少） △663 △689

その他の流動負債の増減額（△は減少） 189,539 162,810

長期未払金の増減額（△は減少） 157,654 △61,752

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,037

その他 △2,051 △1,827

小計 36,359 655,383

利息及び配当金の受取額 18,430 21,932

利息の支払額 △37,517 △38,048

法人税等の支払額 △29,452 △22,536

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,179 616,730
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △24,600 △21,700

定期預金の払戻による収入 28,204 15,600

投資有価証券の取得による支出 △3,821 △15,954

貸付けによる支出 △300 △600

貸付金の回収による収入 1,618 1,410

有形固定資産の取得による支出 △10,156 △25,419

有形固定資産の売却による収入 647 238

無形固定資産の取得による支出 △1,510 △160

子会社株式の売却による収入 － 21,009

保険積立金の解約による収入 9,459 －

その他 252 △8,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △205 △33,992

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） △207,617 △592,320

長期借入れによる収入 400,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △393,530 △310,130

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,310 △1,739

配当金の支払額 △39,244 △23,546

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,715 △527,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,100 54,989

現金及び現金同等物の期首残高 1,164,789 895,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 910,689 950,708
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 該当事項はありません。 

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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ております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

 建設事業：事務所・庁舎、宿泊施設、店舗、娯楽施設、工場・発電所、倉庫・流通施設、住宅、教育・研

究・文化施設、医療・福祉施設、浄排水処理施設、治山・治水、上・下水道、土地造成、道路、

法面保護、造園植栽工事などの設計・施工及び請負、消火施設工事の設計・監理・施工並びに請

負・維持管理、鋼構造物の製造及び各種機械器具設置工事の請負 

環境事業：環境関係測定分析、作業環境測定、環境調査、燃料分析、水質分析、食品衛生検査、土質試験、

ビル管理、浄排水処理施設維持管理、電気・空調・給排水・衛生設備維持管理、産業廃棄物中間

処理、建築物及び附帯設備の関連機器販売 

不動産事業：住宅及び宅地の販売、不動産の仲介 

その他事業：警備、防犯・防災機器器具・介護用品機器の販売・レンタル、居宅介護支援・サービス、建築

機器の販売、造園緑地維持管理 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、387,553千円であり、その主な

ものは、連結財務諸表提出会社の総務、経理等の本社部門に係る費用であります。 

４．「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間より「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）を適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した工事契約から、当第２四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（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）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。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「建設事業」の売上高は

591,393千円増加し、営業損失は41,477千円減少しております。 

（所在地別セグメント情報）  

前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において本邦以外の国または地域に所在する連結子会

社及び重要な在外支店がないため、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及び当第２四半期連結累計期間において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） 

環境事業 
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

その他事
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 
 3,243,056  412,040  79,626  331,108  4,065,831  －  4,065,831

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 416  25,429  －  27,179  53,025 (53,025)  －

計  3,243,473  437,469  79,626  358,287  4,118,857 (53,025)  4,065,831

営業損益  11,174  47,489  (28,608)  2,867  32,922 (394,264)  (361,342)
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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、本社に事業本部を置き、各事業本部は、事業内容について国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

したがって、当社は、事業内容を基礎としたセグメントから構成されており、「建築事業」、「土木緑地事

業」、「環境関連事業」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「建築事業」は、建築に関する事業の設計・施工を行っております。「土木緑地事業」は、土木緑地に関する

事業の設計・施工を行っております。「環境関連事業」は、環境関連に関する事業の設計・施工及び各種環境関

連測定分析、施設管理等の事業を行っております。「不動産事業」は、不動産の販売・仲介等の事業を行ってお

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４月１日 至平成22年９月30日） 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおり

ます。  

 ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

４．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） 

当第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 
その他 
（注） 

合計 
建築事業 

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 1,874,988  813,582  507,362  67,785  3,263,717  335,114  3,598,832

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 4,263  5,447  10,027  712  20,451  13,861  34,313

計  1,879,251  819,030  517,390  68,497  3,284,169  348,976  3,633,145

セグメント利益

又は損失（△） 
 △82,452  △5,603  4,004  △2,136  △86,188  △17,824  △104,013

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △104,013

セグメント間取引消去  4,352

全社費用（注）  △234,480

四半期連結損益計算書の営業利益又は 

営業損失（△） 
 △334,140

（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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受注高、売上高及び繰越高の状況 

① 受注高（連結） 

  

② 売上高（連結） 

  

③ 繰越高（連結） 

  

  

４．補足情報

  

  

 区分 

平成22年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成21年４月１日  

 至 平成21年９月30日  

平成23年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成22年４月１日  

 至 平成22年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 ２，７３６ ２，４６９ ９０．２ ６，５８３ 

 土木緑地事業 ９９３ １,５４３ １５５．４ ２，８９４ 

 環境関連事業 ８０６ ９９９ １２３．９ １，６０４ 

 不動産事業 ９３ ６７ ７２．６ １５６ 

 その他事業 ３２９ ３３５ １０１．７ ６８１ 

 合 計 ４，９５９ ５，４１４ １０９．２ １１，９２０ 

  

  

 区分 

平成22年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成21年４月１日  

 至 平成21年９月30日  

平成23年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成22年４月１日  

 至 平成22年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 ２,１４６ １,８７４ ８７．４ ５，７５７ 

 土木緑地事業 ９０４ ８１３ ８９．９ ３，５８７ 

 環境関連事業 ６０５ ５０７ ８３．８ １，８７５ 

 不動産事業 ７９ ６７ ８５．１ １５６ 

 その他事業 ３２９ ３３５ １０１．７ ６８１ 

 合 計 ４，０６５ ３，５９８ ８８．５ １２，０５８ 

  

  

 区分 

平成22年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成21年４月１日  

 至 平成21年９月30日  

平成23年3月期第２四半期

連結累計期間 

 自 平成22年４月１日  

 至 平成22年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 ２，２４５ ３，０７５ １３７．０ ２，４８０ 

 土木緑地事業 １，４７４ １,４２２ ９６．４ ６９２ 

 環境関連事業 ６５３ ６７４ １０３．２ １８２ 

 不動産事業 １３ － － － 

 その他事業 － － － － 

 合 計 ４，３８７ ５，１７２ １１７．９ ３，３５６ 
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