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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 15,547 △4.8 △557 ― △595 ― △755 ―

20年3月期第3四半期 16,333 △10.1 △276 ― △156 ― △365 ―

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

21年3月期第3四半期 △10.81 ―

20年3月期第3四半期 △5.15 ―

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

21年3月期第3四半期 27,909 8,753 31.4 125.19
20年3月期 28,668 9,803 34.2 140.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,753百万円 20年3月期  9,803百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 24,600 △2.1 360 ― 320 ― 50 ― 0.71

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）平成20年11月５日に公表した通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年２月４日）公表の「業績予想の修正
および配当予想の修正ならびに子会社との合併に伴う特別利益の発生（個別）に関するお知らせ」をご覧ください。 
（２）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につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情
報をご覧ください。 
（３）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  71,113,168株 20年3月期  71,113,168株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,191,977株 20年3月期  1,159,394株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  69,936,385株 20年3月期第3四半期  70,962,617株



定性的情報・財務諸表等

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我が国経済は、金融危機に伴う世界的な景気後退の影響により、企業収益は大

幅に減少し、需要の減少による大規模な生産調整が雇用情勢の悪化へ波及するなど景気は急速に悪化いたしました。

また、建設市場におきましても、景気の急速な悪化を受け、民間設備投資の計画延期や縮小に加え、受注獲得競争の

激化など厳しい経営環境が続きました。

　このような状況のなか当社グループは、受注拡大に向けた諸施策に積極的に取り組んでまいりましたが、リース事

業において前年同期に応急仮設住宅の需要に伴う一過性の売上高があった反動もあり、売上高は15,547百万円（前年

同期比95.2％、785百万円減）となりました。損益面につきましては、設計・生産・施工の各プロセスにおいて原価低

減の推進や販売費及び一般管理費の削減等に努めてまいりましたが、売上高の減少等の影響を補うまでには至らず営

業損失557百万円（前年同期は営業損失276百万円）、経常損失595百万円（前年同期は経常損失156百万円）となりま

した。また、棚卸資産評価損76百万円、投資有価証券評価損21百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失は755

百万円（前年同期は四半期純損失365百万円）となりました。

　なお、前年同期比較に関する数値は参考として記載しております。

　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。

（建設事業）

　プレハブ建築事業につきましては、ユニットハウス製品において廉価タイプの新製品「プレスト」を当第３四半期

に投入し受注拡大を図ったものの、個人向けの小住宅製品等の落ち込みもあり建材関連製品は受注・売上ともに低調

に推移いたしました。しかしながら、大型スパンタイプ製品「日成Ｖスパン」を中心に恒久事業用タイプ製品が受注・

売上ともに堅調に推移した結果、プレハブ建築事業の売上高は前年同期実績を上回りました。

　立体駐車場事業につきましては、受注高において、不動産市況の悪化に伴い自走式は前年同期実績を大きく下回っ

たものの、機械式は首都圏において大型案件を成約したこと等により前年同期実績を上回りました。売上高につきま

しては、機械式は前年同期実績を下回りましたが、自走式は順調に工事が進捗し前年同期実績を大きく上回った結果、

立体駐車場事業の売上高は前年同期実績を上回りました。

　これらの結果、建設事業の売上高は10,685百万円（前年同期比104.3％、435百万円増）となりました。

（リース事業）

　リース事業につきましては、学校施設の耐震化等に伴う仮設校舎やマンションのモデルルームはともに低調に推移

したことに加え、前年同期に能登半島地震等の応急仮設住宅の需要があった反動も相まって、リース事業の売上高は

3,562百万円（前年同期比76.1％、1,117百万円減）となりました。

（その他事業）

　その他事業につきましては、メンテナンス収入は堅調に推移したものの、タワー式駐車場のリニューアル化が低調

に推移したこと等により、その他事業の売上高は1,299百万円（前年同期比92.6％、104百万円減）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末における資産合計は27,909百万円となり、前連結会計年度末と比べ758百万円減少いた

しました。これは、主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等によるものであります。

　負債合計は19,156百万円となり、前連結会計年度末と比べ292百万円増加いたしました。これは、銀行借入金の返済

等により有利子負債は減少いたしましたが、未成工事受入金等が増加したこと等によるものであります。

　純資産合計につきましては、四半期純損失の計上やその他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末と

比べ1,050百万円減少し、8,753百万円となりました。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ2.8ポイント低下し31.4％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期連結会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2,158百万円となり、前連結

会計年度末と比べ403百万円増加いたしました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　営業活動の結果得られた資金は1,366百万円となりました。これは、棚卸資産の増加等の資金の減少要因はあったも

のの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等の資金の増加があったことによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は139百万円となりました。これは、主にリース事業における有形固定資産の取得によ

る支出等によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は823百万円となりました。これは、主に銀行借入金の返済等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

　通期の業績見通しにつきましては、景気の急速な悪化による建設需要への影響や当第３四半期連結会計期間末の受

注残高の状況等を勘案し、売上高は24,600百万円となる見込みであります。利益面につきましては、売上高の減少等

の影響により営業利益360百万円、経常利益320百万円、当期純利益50百万円となる見込みでありますが、鋼材価格が

落ち着いてきていることや設計・生産・施工の各プロセスにおいて一層の原価低減の推進、販売費及び一般管理費の

削減等に努めることにより、利益の確保に全力をあげてまいります。

　なお、本日（平成21年２月４日）公表の「業績予想の修正および配当予想の修正ならびに子会社との合併に伴う特

別利益の発生（個別）に関するお知らせ」を併せてご参照ください。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。

③税金費用の計算

　税金費用の計算については、当第３四半期連結会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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用しております。

（３）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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　従来、主として個別法または総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主とし

て個別法または総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。

　これにより、第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ17,466千円増加し、税金等調整前四半

期純損失は94,440千円増加しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,206,312 1,789,963

受取手形・完成工事未収入金等 3,968,700 6,030,293

リース未収入金 2,515,115 2,809,300

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 3,200,674 1,621,423

リース支出金 1,102,824 972,673

材料貯蔵品 1,076,432 908,686

その他 287,619 140,075

貸倒引当金 △17,706 △23,411

流動資産合計 14,370,056 14,279,087

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,645,321 3,592,594

建物・構築物 6,098,134 6,091,910

機械、運搬具及び工具器具備品 3,754,561 3,714,950

土地 5,577,888 5,577,888

建設仮勘定 252 210

減価償却累計額 △8,315,219 △7,947,839

有形固定資産計 10,760,936 11,029,713

無形固定資産   

その他 99,644 120,196

無形固定資産計 99,644 120,196

投資その他の資産   

投資有価証券 1,571,248 2,078,876

出資金 13,755 13,755

破産債権、更生債権等 404,228 435,920

その他 1,066,023 1,102,047

貸倒引当金 △376,183 △391,515

投資その他の資産計 2,679,071 3,239,083

固定資産合計 13,539,653 14,388,993

資産合計 27,909,709 28,668,081



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,716,402 5,252,047

短期借入金 5,397,400 5,730,400

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 2,430,598 2,882,520

未払法人税等 56,887 107,888

未成工事受入金 1,685,826 501,430

リース前受収益 979,803 905,884

完成工事補償引当金 10,628 20,880

賞与引当金 120,458 143,522

その他 122,021 120,850

流動負債合計 16,640,026 15,785,424

固定負債   

社債 1,040,000 1,160,000

長期借入金 641,300 939,900

退職給付引当金 706,940 715,859

役員退職慰労引当金 108,515 106,155

その他 19,836 157,253

固定負債合計 2,516,592 3,079,168

負債合計 19,156,618 18,864,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金 1,914,232 1,914,479

利益剰余金 △22,065 803,812

自己株式 △122,616 △120,078

株主資本合計 8,771,628 9,600,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,536 203,197

評価・換算差額等合計 △18,536 203,197

純資産合計 8,753,091 9,803,488

負債純資産合計 27,909,709 28,668,081



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 11,985,254

リース収益 3,562,045

売上高合計 15,547,299

売上原価  

完成工事原価 10,579,383

リース原価 3,022,782

売上原価合計 13,602,166

売上総利益  

完成工事総利益 1,405,870

リース総利益 539,262

売上総利益合計 1,945,133

販売費及び一般管理費 2,502,696

営業損失（△） △557,562

営業外収益  

受取利息 10,514

受取配当金 19,985

有価証券売却益 99

賃貸不動産収入 57,388

受取保険金 41,772

その他 33,142

営業外収益合計 162,902

営業外費用  

支払利息 119,100

有価証券売却損 40,097

その他 41,660

営業外費用合計 200,858

経常損失（△） △595,519

特別利益  

固定資産売却益 391

償却債権取立益 11,877

その他 11

特別利益合計 12,279

特別損失  

固定資産売却損 1,793

固定資産除却損 787

たな卸資産評価損 76,973

投資有価証券評価損 21,036

特別損失合計 100,591

税金等調整前四半期純損失（△） △683,831

法人税等 72,092

四半期純損失（△） △755,924



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △683,831

減価償却費 556,068

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,919

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,360

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △10,252

受取利息及び受取配当金 △30,499

支払利息 119,100

有価証券売却損益（△は益） 39,997

固定資産売却損益（△は益） 1,402

投資有価証券評価損益（△は益） 21,036

固定資産除却損 787

売上債権の増減額（△は増加） 2,355,778

破産更生債権等の増減額（△は増加） 31,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,877,149

仕入債務の増減額（△は減少） 393,504

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,184,396

リース前受収益の増減額（△は減少） 73,918

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,117

その他の流動負債の増減額（△は減少） △468,636

その他の固定資産の増減額（△は増加） 16,008

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,225

小計 1,558,769

利息及び配当金の受取額 30,499

利息の支払額 △122,092

法人税等の支払額 △100,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,366,929

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 △22,375

定期預金の払戻による収入 10,000

有価証券の取得による支出 △7,741

有価証券の売却による収入 66,387

有形固定資産の取得による支出 △319,147

有形固定資産の売却による収入 126,857

無形固定資産の取得による支出 △6,500

長期貸付けによる支出 △825

長期貸付金の回収による収入 13,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,703



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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） △333,000

長期借入金の返済による支出 △298,600

自己株式の売却による収入 995

自己株式の取得による支出 △3,781

社債の償還による支出 △120,000

配当金の支払額 △68,867

財務活動によるキャッシュ・フロー △823,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 403,973

現金及び現金同等物の期首残高 1,754,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,158,912



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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。

 



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高    

完成工事高 11,653,701   

リース収益 4,679,594 16,333,295 100.0

Ⅱ　売上原価    

完成工事原価 10,104,614   

リース原価 3,798,264 13,902,878 85.1

売上総利益  2,430,416 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,706,877 16.6

営業損失(△)  △276,460 △1.7

Ⅳ　営業外収益    

受取利息 6,045   

受取配当金 17,288   

有価証券売却益 123,744   

賃貸不動産収入 57,994   

その他 51,215 256,289 1.6

Ⅴ　営業外費用    

支払利息 99,345   

その他 36,831 136,177 0.8

経常損失(△)  △156,348 △0.9

Ⅵ　特別利益  18,470 0.1

Ⅶ　特別損失  163,854 1.0

税金等調整前四半期純損失
(△)

 △301,732 △1.8

法人税等  63,403 0.4

四半期純損失(△)  △365,136 △2.2



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシユ・

フロー
 

税金等調整前四半期純損失 △301,732

減価償却費 533,241

貸倒引当金の増加額 107,199

退職給付引当金の減少額 △12,164

賞与引当金の減少額 △72,264

役員退職慰労引当金の増加額 9,525

完成工事補償引当金の減少額 △10,417

受取利息及び受取配当金 △23,334

支払利息 99,345

有価証券売却益　 △123,744

固定資産売却損　 1,088

投資有価証券評価損　　 409

固定資産除却損 6,508

減損損失 155,846

売上債権の減少額 2,529,164

破産債権、更正債権等の増加
額

△118,816

たな卸資産の増加額 △2,635,008

仕入債務の減少額 △419,284

未成工事受入金の増加額 844,602

その他流動資産の増加額 △223,896

その他流動負債の減少額 △292,846

その他投資等の減少額 15,659

その他固定負債の減少額 △1,796

小計 67,287

利息及び配当金の受取額 23,334

利息の支払額 △105,654

法人税等の支払額 △90,272

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△105,305



前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △25,675

定期預金の払戻による収入 55,201

有価証券の取得による支出 △228,969

有価証券売却による収入 266,274

有形固定資産の取得による支
出

△692,968

有形固定資産の売却による収
入

135,763

無形固定資産の取得による支
出

△4,900

長期貸付けによる支出 △500

長期貸付金の回収による収入 1,483

出資による支出 △1,000

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△495,289

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純減少額 △48,000

長期借入による収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △362,700

貸株の受入保証金返済による
支出

△208,948

自己株式の売却による収入 17

自己株式の取得による支出 △3,094

社債の償還による支出 △120,000

配当金支払による支出 △139,436

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△382,163

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △982,758

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,779,904

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

1,797,145
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