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平成22年11月12日に提出しました第８期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）

四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書

の訂正報告書を提出するものです。 

  

第一部 企業情報 

  第２ 事業の状況 

４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

  

第５ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

 注記事項 

 （セグメント情報） 

  

訂正箇所は＿を付して表示しています。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

（訂正前） 

<省略> 

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、売上高については「外部顧客への売上高」について

記載し、セグメント利益は売上総利益ベースでの数値を記載しています。 

（土木工事セグメント） 

主に官公庁発注のＰＣ橋梁他、土木工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成され、受

注高は262億円(提出会社個社ベース)、売上高は301億円、セグメント利益は25億円となりました。 

（建築工事セグメント） 

主に民間企業様発注の超高層住宅他、建築工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成さ

れ、受注高は439億円(提出会社個社ベース)、売上高は448億円、セグメント利益は24億円となりまし

た。 

<省略> 

  

（訂正後） 

<省略> 

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、売上高については「外部顧客への売上高」について

記載し、セグメント利益は売上総利益ベースでの数値を記載しています。 

（土木工事セグメント） 

主に官公庁発注のＰＣ橋梁他、土木工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成され、受

注高は262億円(提出会社個社ベース)、売上高は301億円、セグメント利益は25億円となりました。 

（建築工事セグメント） 

主に民間企業様発注の超高層住宅他、建築工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成さ

れ、受注高は439億円(提出会社個社ベース)、売上高は447億円、セグメント利益は24億円となりまし

た。 

<省略> 

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】



  

【注記事項】 

【セグメント情報】 

（訂正前） 

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) <省略> 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 
 

(注) <省略> 

第５【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

土木工事 建築工事 計

売上高

  外部顧客への売上高 52,626 83,276 135,902 360 136,262 ― 136,262

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,343 6,357 12,701 37 12,739 △12,739 ―

計 58,970 89,634 148,604 397 149,002 △12,739 136,262

セグメント利益 4,351 4,675 9,026 170 9,197 △1 9,195

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

土木工事 建築工事 計

売上高

  外部顧客への売上高 30,057 44,772 74,830 174 75,004 ― 75,004

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3,358 3,124 6,482 16 6,499 △6,499 ―

計 33,415 47,897 81,313 191 81,504 △6,499 75,004

セグメント利益 2,489 2,381 4,870 74 4,945 0 4,946



  
  

（訂正後） 

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) <省略> 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 
 

(注) <省略> 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

土木工事 建築工事 計

売上高

  外部顧客への売上高 52,628 83,274 135,902 360 136,262 ― 136,262

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

641 1 643 37 680 △680 ―

計 53,270 83,275 136,545 397 136,943 △680 136,262

セグメント利益 4,380 4,707 9,088 146 9,234 △39 9,195

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

土木工事 建築工事 計

売上高

  外部顧客への売上高 30,130 44,699 74,830 174 75,004 ― 75,004

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

200 ─ 200 16 217 △217 ―

計 30,331 44,699 75,030 191 75,221 △217 75,004

セグメント利益 2,494 2,407 4,902 64 4,966 △20 4,946
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当社代表取締役社長 則久芳行は、当社の第８期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月

30日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを

確認しました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


