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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）当社は平成22年３月期より連結財務諸表の作成を行っていないため、平成21年３月期第１四半期の経営成績についての記載を行っておりません。 

(2) 財政状態 

（注）当社は平成22年３月期より連結財務諸表の作成を行っていないため、平成21年３月期の財政状態についての記載は行っておりません。 
 

(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 ％

22年3月期第1四半期 3,395 ― △308 ― △314 ― △389 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 △5.57 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 24,819 8,921 35.9 127.60
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,921百万円 21年3月期  ―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  無  

平成22年３月期末の配当予想額につきましては、現時点では未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
当社は平成22年３月期より連結財務諸表の作成を行っていないため、第２四半期累計期間における対前年同四半期増減率についての記載は行っており
ません。 

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

第2四半期 
累計期間

7,300 ― △500 ― △500 ― △600 ― △8.58

通期 20,500 △10.9 300 ― 250 ― 130 △63.5 1.86
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 71,113,168株 21年3月期  71,113,168株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,201,216株 21年3月期  1,197,519株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 69,913,619株 21年3月期第1四半期 69,952,537株

※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21年５月14日に公表した第２四半期累計期間及び通期の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８月４日）公表の「特
別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績
予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（３）当社は、平成22年３月期より連結財務諸表の作成を行っておりません。 
（４）平成22年３月期末の配当予想につきましては、先行き不透明な経営環境や建設市場の動向等を勘案し、現時点では具体的な配当予想額を未定とし
ております。なお、配当予想が可能となった時点で速やかに公表する予定であります。 
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 当第１四半期における我が国経済は、輸出や生産の一部に持ち直しの動きが見受けられたものの、企業収益の大幅

な減少や雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など依然として厳しい状況で推移いたしました。また、建設市場にお

きましても、民間設備投資の抑制に伴う建設需要の減少や受注獲得競争の激化など一段と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といたしましては、顧客ターゲット別の営業戦略チームの編成による新規顧客の開拓、

既存顧客のフォローの充実やリピート顧客の増加等を目的としたアフターメンテナンスの推進に加え、全員営業の意

識付けの徹底により受注機会の拡大を図るなど積極的な営業活動を展開してまいりました。しかしながら、民間設備

投資抑制の状況下において、商談・引合い件数は回復しつつあるものの、受注拡大に向けた諸施策の成果を上げるま

でには至らず、売上高は3,395百万円となりました。 

 損益面につきましては、建設需要の減少下においても利益を確保するべく、設計・生産・施工の各プロセスにおけ

る徹底した原価低減の実践や販売費及び一般管理費の更なる削減など経営体質の強化に全力をあげて取り組んでまい

りました。これらの結果、売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の抑制がなされたものの、売上高の減少に伴

う売上総利益の減少を補うまでには至らず、営業損失308百万円、経常損失314百万円となりました。また、投資有価

証券評価損63百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失は389百万円となりました。 

（ご参考）  

 当社は、当第１四半期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期の連結業績は、売上高

4,462百万円、営業損失288百万円、経常損失301百万円及び四半期純損失394百万円であります。 

  

 事業部門別の概況は、次のとおりであります。 

（プレハブ建築事業） 

 販売部門におきましては、工場・倉庫向けを中心に大型スパンタイプ製品「日成Ｖスパン」は堅調に推移いたしま

したが、設備投資の抑制等の影響から店舗・事務所向けは低調に推移し、また個人消費の低迷等の影響から小住宅製

品及びユニットハウス製品につきましても低調に推移した結果、売上高は1,506百万円となりました。 

 リース部門におきましては、不動産市況の低迷に伴いマンションのモデルルームが減少したことに加え、学校施設

の耐震化工事等に伴う仮設校舎が低調に推移し、売上高は650百万円となりました。 

 これらの結果、プレハブ建築事業全体の売上高は2,157百万円となりました。  

  

（立体駐車場事業） 

 機械式駐車場部門及び自走式駐車場部門におきましては、ともに不動産市況の低迷に伴いマンション向けを中心に

受注高は大きく減少いたしましたが、官公庁・病院等をターゲットとした積極的な営業活動の成果が現れはじめまし

た。立体駐車場事業の販売部門につきましては、プレハブ建築事業と比べ受注から工事完成までの期間が長いことや

工事完成時期が第２四半期及び第４四半期に偏る傾向があることから、自走式駐車場の売上高は246百万円に留まり

ましたが、時間貸し・月極めの事業用向けやホテル向け等の工事が順調に進捗し機械式駐車場の売上高が603百万円

となった結果、売上高は849百万円となりました。 

 メンテナンス部門におきましては、定期点検及び機械制御装置・パレットの改修やハイルーフ車仕様への切替え等

を行う工事関連が堅調に推移し、売上高は388百万円となりました。 

 これらの結果、立体駐車場事業全体の売上高は1,238百万円となりました。  

  

 当第１四半期会計期間末における資産合計は、主に受取手形・完成工事未収入金及びリース未収入金の減少により

24,819百万円となりました。 

 負債合計は、主に買掛債務の減少に伴うファクタリング業者（当社の支払業務の効率化のため）に対する未払金の

減少により15,898百万円となりました。 

 純資産合計は、主に四半期純損失の計上により8,921百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は35.9％となりました。 

（ご参考） 

 当社は、当第1四半期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前連結会計年度末の連結財政状態は、

資産合計27,028百万円、負債合計17,898百万円及び純資産合計9,130百万円並びに自己資本比率33.8％であります。

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期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3,444百万円となりました。 

  

 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827百万円となりました。これは、仕入債務の減少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12百万円となりました。これは、主に有価証券の取得によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は51百万円となりました。これは、主に有利子負債の返済によるものであります。 

（ご参考） 

 当社は、当第１四半期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期末における資金は1,846

百万円、また前年同四半期の各連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果得られた資金1,931百万円、投資

活動の結果使用した資金76百万円及び財務活動の結果使用した資金1,763百万円であります。   

  

 平成21年５月14日に公表した業績予想につきましては、第２四半期累計期間及び通期ともに業績予想数値の修正を

行っております。詳細につきましては、本日（平成21年８月４日）公表の「特別損失の発生および業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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、前事業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１四半期会計期間を含む事業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、前事業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、前事業年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用しております。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着

手した工事契約から、当第１四半期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。  

  これにより、売上高は372,739千円増加し、営業損失、経常損失び税引前四半期純損失は、それぞれ78,060千

円減少しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 3,468,422

受取手形・完成工事未収入金 2,879,305

リース未収入金 1,993,979

販売用不動産 30,082

未成工事支出金 1,259,906

リース支出金 861,075

商品及び製品 263,193

仕掛品 71,682

原材料及び貯蔵品 432,197

その他 281,314

貸倒引当金 △11,951

流動資産合計 11,529,207

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 3,505,090

建物・構築物 6,138,651

機械、運搬具及び工具器具備品 3,727,737

土地 5,577,888

建設仮勘定 210

減価償却累計額 △8,538,174

有形固定資産計 10,411,402

無形固定資産  

その他 112,049

無形固定資産計 112,049

投資その他の資産  

投資有価証券 1,675,119

出資金 9,085

破産更生債権等 535,224

その他 1,064,206

貸倒引当金 △517,160

投資その他の資産計 2,766,474

固定資産合計 13,289,926

資産合計 24,819,133
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 4,028,974

短期借入金 5,979,678

１年以内償還予定の社債 120,000

未払金 1,756,946

未払法人税等 21,109

未成工事受入金 632,361

リース前受収益 605,172

完成工事補償引当金 28,239

その他 176,279

流動負債合計 13,348,762

固定負債  

社債 980,000

長期借入金 670,000

退職給付引当金 706,050

役員退職慰労引当金 108,088

その他 85,134

固定負債合計 2,549,272

負債合計 15,898,034

純資産の部  

株主資本  

資本金 7,002,078

資本剰余金 1,914,221

利益剰余金 82,945

自己株式 △122,942

株主資本合計 8,876,302

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 44,796

評価・換算差額等合計 44,796

純資産合計 8,921,099

負債純資産合計 24,819,133
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  

完成工事高 2,745,538

リース収益 650,099

売上高合計 3,395,638

売上原価  

完成工事原価 2,415,672

リース原価 518,324

売上原価合計 2,933,997

売上総利益  

完成工事総利益 329,865

リース総利益 131,775

売上総利益合計 461,640

販売費及び一般管理費 770,125

営業損失（△） △308,484

営業外収益  

受取利息 2,523

受取配当金 12,902

賃貸不動産収入 33,413

その他 8,500

営業外収益合計 57,339

営業外費用  

支払利息 41,462

不動産賃貸原価 19,427

その他 2,912

営業外費用合計 63,802

経常損失（△） △314,946

特別利益  

固定資産売却益 52

償却債権取立益 2,160

特別利益合計 2,213

特別損失  

固定資産除却損 372

投資有価証券評価損 63,106

特別損失合計 63,478

税引前四半期純損失（△） △376,212

法人税等 13,002

四半期純損失（△） △389,215
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △376,212

減価償却費 180,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） △560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,608

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 23,133

受取利息及び受取配当金 △15,425

支払利息 41,462

投資有価証券評価損益（△は益） 63,106

有形固定資産売却損益（△は益） △52

固定資産除却損 372

売上債権の増減額（△は増加） 2,986,765

破産更生債権等の増減額（△は増加） △36,602

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,417

仕入債務の増減額（△は減少） △1,530,186

未成工事受入金の増減額（△は減少） 262,856

リース前受収益の増減額（△は減少） △368,623

その他の流動資産の増減額（△は増加） △104,015

その他投資等の増減額（△は増加） 706

その他の流動負債の増減額（△は減少） △244,452

その他の固定負債の増減額（△は減少） △432

小計 983,205

利息及び配当金の受取額 15,425

利息の支払額 △45,562

法人税等の支払額 △126,022

営業活動によるキャッシュ・フロー 827,046

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 △3,300

定期預金の払戻による収入 19,800

有価証券の取得による支出 △62,112

有形固定資産の取得による支出 △26,345

有形固定資産の売却による収入 48,105

長期貸付金の回収による収入 7,833

出資金の回収による収入 3,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,380
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 150,000

長期借入金の返済による支出 △140,100

リース債務の返済による支出 △1,454

自己株式の売却による収入 46

自己株式の取得による支出 △233

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762,828

現金及び現金同等物の期首残高 2,681,293

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,444,122
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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（要約）連結貸借対照表  

「参考資料」

前連結会計年度に係る連結財務諸表

前連結会計年度
（平成21年３月31日） 

区分 金額（千円）

資産の部 

Ⅰ 流動資産 

現金預金 2,749,552

受取手形・完成工事未収入金 5,157,308

リース未収入金 2,702,692

販売用不動産 30,082

未成工事支出金 1,124,638

リース支出金 1,035,797

商品及び製品 283,129

仕掛品 60,847

原材料及び貯蔵品 435,199

その他 173,913

貸倒引当金 △19,275

流動資産合計 13,733,886

Ⅱ 固定資産 

有形固定資産 

リース用建物 3,603,284

建物・構築物 6,135,351

機械、運搬具及び工具器具備品 3,733,649

土地 5,577,888

建設仮勘定 210

減価償却累計額 △8,446,841

有形固定資産計 10,603,542

無形固定資産 

その他 91,122

無形固定資産計 91,122

投資その他の資産 

投資有価証券 1,513,556

出資金 12,725

破産更生債権等 498,621

その他 1,040,325

貸倒引当金 △465,127

投資その他の資産計 2,600,101

固定資産合計 13,294,766

資産合計 27,028,652
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前連結会計年度
（平成21年３月31日） 

区分 金額（千円）

負債の部 

Ⅰ 流動負債 

支払手形・工事未払金等 5,559,111

短期借入金 5,879,478

１年内償還予定の社債 120,000

リース債務 2,933

未払金 2,091,499

未払法人税等 155,112

未成工事受入金 369,505

リース前受収益 973,795

完成工事補償引当金 5,105

その他 102,599

流動負債合計 15,259,140

Ⅱ 固定負債 

社債 1,040,000

長期借入金 760,300

リース債務 11,376

退職給付引当金 706,611

役員退職慰労引当金 102,480

その他 18,364

固定負債合計 2,639,132

負債合計 17,898,273

純資産の部 

Ⅰ 株主資本 

資本金 7,002,078

資本剰余金 1,914,232

利益剰余金 464,877

自己株式 △122,766

株式資本合計 9,258,420

Ⅱ 評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △128,042

評価・換算差額等合計 △128,042

純資産合計 9,130,378

負債純資産合計 27,028,652
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（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

前年同四半期に係る連結財務諸表

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 

完成工事高 3,273,858 

リース収益 1,188,740 4,462,598 

Ⅱ 売上原価 

完成工事原価 2,866,028 

リース原価 1,030,800 3,896,828 

売上総利益 

完成工事総利益 407,830

リース総利益 157,940 565,770

Ⅲ 販売費及び一般管理費 854,478 

営業損失(△) △288,708

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 1,970 

受取配当金 13,810 

有価証券売却益 99 

賃貸不動産収入 18,974 

その他 14,838 49,693 

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 45,174 

その他 17,668 62,842 

経常損失(△) △301,857

Ⅵ 特別利益 

固定資産売却益 391

償却債権取立益 4,714

その他 11 5,117

Ⅶ 特別損失 

固定資産売却損 1,779

固定資産除却損 97

たな卸資産評価損 76,973 78,850

税金等調整前四半期純損失(△) △375,590

法人税等 19,241 

四半期純損失(△) △394,831
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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 △375,590

減価償却費 182,589 

貸倒引当金の減少額 △37,870

退職給付引当金の減少額 △5,633

賞与引当金の増加額 111,278

役員退職慰労引当金の減少額 △4,700

完成工事補償引当金の減少額 △5,229

受取利息及び受取配当金 △15,780

支払利息 45,174

固定資産売却損益 1,387

有価証券売却益 △99

固定資産除却損 97

売上債権の減少額 2,812,879

破産更生債権等の減少額 41,742

たな卸資産の増加額 △1,201,879

仕入債務の減少額 △239,577

未成工事受入金の増加額 686,979

リース前受収益の増加額 45,048

その他流動資産の増加額 △128,562

その他投資等の増加額 △7,149

その他流動負債の増加額 93,832

その他固定負債の減少額 △307

小計 1,998,629

利息及び配当金の受取額 15,780

利息の支払額 △48,470

法人税等の支払額 △34,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,931,010
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前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30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 △4,125

有価証券の取得による支出 △450

有価証券の売却による収入 562

有形固定資産の取得による支出 △116,895

有形固定資産の売却による収入 44,471

長期貸付金の回収による収入 433

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,002

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 △1,565,000

長期借入金の返済による支出 △110,100

自己株式の売却による収入 21

自己株式の取得による支出 △254

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △28,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,763,385

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 91,622

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,754,938

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期期末残
高 

1,846,561
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