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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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２四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を行っておりません。 
 

(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2四半期 7,377 ― △356 ― △390 ― △527 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △7.54 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 23,839 8,745 36.7 125.10
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,745百万円 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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 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、５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、５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2四半期 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2四半期  1,207,646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2四半期 69,910,904株 21年3月期第2四半期 69,942,143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）通期の業績予想につきましては、平成21年８月４日に公表した予想数値から修正を行っておりません。 
（２）本資料に掲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
ておりますが、第３四半期決算短信において公表する予定であります。 
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 当第２四半期累計期間における我が国経済は、輸出、生産の一部に持ち直しの動きや個人消費の一部に経済対策の

効果が見受けられたものの、企業収益の減少や雇用情勢の悪化など引き続き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よる建設需要の減少、これに伴う受注獲得競争の激化など一段と厳

しさが増しました。 

 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や提案型営業の展開等に

よる新規顧客開拓、アフターメンテナンスの推進等による既存顧客の需要の掘り起こし、全国一斉商談活動の実施な

ど積極的に営業活動を展開し受注拡大に努めてまいりました。しかしながら、商談・引合件数は回復しつつあるもの

の、民間設備投資の減少の影響は大きく、受注高は7,735百万円に留まり、売上高は7,377百万円となりました。 

 損益面につきましては、厳しい建設市場の動向に鑑み、売上高が大きく減少したなかでも利益を確保するべく、期

初より設計・生産・施工の各プロセスにおいて徹底した原価低減を実践し、また業務の効率化を徹底し固定費等の経

費の更なる削減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

費の抑制の効果があり、営業損失356百万円、経常損失390百万円及び四半期純損失527百万円と予想（平成21年８月

４日発表）より赤字幅は縮小いたしました。 

（ご参考） 

 当社は、当期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期連結累計期間の業績は、売上高

10,445百万円、営業損失425百万円、経常損失482百万円及び四半期純損失607百万円であります。 

  

 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） 

 第１四半期会計期間と比べ当第２四半期会計期間のプレハブ建築事業（販売・リース）の受注高（当第２四半期累

計期間5,669百万円、当第２四半期会計期間3,247百万円（第１四半期会計期間比34.1％増、826百万円増））は増加

基調にありますが、建設市場の先行き不透明感から未だ予断を許さない状況が続いております。 

 販売部門におきましては、ハウス製品及びユニットハウス等の建材製品は受注・売上ともに総じて低調に推移した

結果、売上高は2,953百万円となりました。一方、リース部門におきましては、学校施設の耐震化等に伴う仮設校舎

の受注が健闘したものの、マンションのモデルルームが低調に推移した結果、売上高は1,706百万円となりました。 

 これらの結果、プレハブ建築事業全体での売上高は4,659百万円となりました。 

（ご参考）  

 当社は、当期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期連結累計期間のプレハブ建築事業

の売上高は7,482百万円（販売部門4,789百万円、リース部門2,692百万円）であります。  

  

（立体駐車場事業） 

 受注高につきましては、機械式駐車場及び自走式駐車場の販売部門はともに、マンション建設需要の低迷を受け

1,583百万円となりました。しかしながら、自走式駐車場において、官公庁・病院をターゲットとした営業戦略の展

開もあり、病院向けの受注高は大きく増加いたしました。売上高につきましては、機械式駐車場では、低層の多段式

駐車場の増加等もあり1,270百万円となりましたが、自走式駐車場では、着工遅れ等の影響もあり661百万円となった

結果、販売部門全体では1,932百万円となりました。 

 メンテナンス部門におきましては、定期点検、機械制御装置等の改修・ハイルーフ車仕様への切替の工事関連（リ

ニューアル工事）はともに堅調に推移し、売上高は784百万円となりました。 

 これらの結果、立体駐車場事業全体での売上高は2,717百万円となりました。 

（ご参考） 

 当社は、当期より連結財務諸表の作成を行っておりません。なお、前年同四半期連結累計期間の立体駐車場事業の

売上高は2,915百万円（販売部門2,148百万円（機械式駐車場747百万円、自走式駐車場1,401百万円）、メンテナンス

部門766百万円）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
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 当第２四半期累計期間において、主に受取手形・完成工事未収入金及びリース未収入金の回収、仕入債務の支払が

進み、当第２四半期会計期間末における資産合計は23,839百万円、負債合計は15,094百万円となりました。 

 純資産合計は、主に四半期純損失の計上により8,745百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は36.7％となりました。 

（ご参考） 

 当社は、当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。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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2,599百万円となりました。 

  

 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101百万円となりました。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38百万円となりました。これは、主にリース事業での有形固定資産の取得によるも

のであります。  

 財務活動の結果使用した資金は144百万円となりました。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、前年同四半期連結会計期間末における資金は

2,000百万円、また前年同四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果得られた資金1,299百

万円、投資活動の結果使用した資金87百万円及び財務活動の結果使用した資金966百万円であります。  

  

 当第２四半期累計期間の業績は予想数値（平成21年８月４日発表）をわずかながら上回ったものの、景気の先行き

や建設市場の先行きは依然として不透明な状況にあり、売上、利益ともに前回発表予想数値から変更は行っておりま

せん。 

 当社といたしましては、積極的な営業活動を展開し受注拡大を図るとともに、徹底した原価低減や更なる経費削減

を推し進め、業績改善に全力をあげて取り組んでまいります。 

 なお、平成22年３月期の通期業績予想数値は、売上高20,500百万円、営業利益300百万円、経常利益250百万円、当

期純利益130百万円であります。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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２四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）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手し

た工事契約から、当第２四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825,334千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ101,196

千円減少しております。  

  

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

- 3 -



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 2,627,265

受取手形・完成工事未収入金 2,731,264

リース未収入金 2,414,249

販売用不動産 30,082

未成工事支出金 942,812

リース支出金 961,629

商品及び製品 282,080

仕掛品 62,656

原材料及び貯蔵品 413,612

その他 365,656

貸倒引当金 △13,794

流動資産合計 10,817,515

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 3,484,909

建物・構築物 6,136,864

機械、運搬具及び工具器具備品 3,726,148

土地 5,569,571

建設仮勘定 210

減価償却累計額 △8,665,614

有形固定資産計 10,252,090

無形固定資産  

その他 102,331

無形固定資産計 102,331

投資その他の資産  

投資有価証券 1,586,683

出資金 9,085

破産更生債権等 538,653

その他 1,054,343

貸倒引当金 △521,439

投資その他の資産計 2,667,325

固定資産合計 13,021,747

資産合計 23,839,263
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 3,482,045

短期借入金 5,979,948

1年内償還予定の社債 120,000

未払金 1,079,369

未払法人税等 51,620

未成工事受入金 898,921

リース前受収益 804,029

完成工事補償引当金 27,415

その他 215,217

流動負債合計 12,658,568

固定負債  

社債 980,000

長期借入金 579,700

退職給付引当金 701,898

役員退職慰労引当金 109,855

その他 64,201

固定負債合計 2,435,654

負債合計 15,094,222

純資産の部  

株主資本  

資本金 7,002,078

資本剰余金 1,914,045

利益剰余金 △54,955

自己株式 △123,188

株主資本合計 8,737,979

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 7,060

評価・換算差額等合計 7,060

純資産合計 8,745,040

負債純資産合計 23,839,263
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

完成工事高 5,670,922

リース収益 1,706,083

売上高合計 7,377,006

売上原価  

完成工事原価 4,908,670

リース原価 1,357,772

売上原価合計 6,266,442

売上総利益  

完成工事総利益 762,252

リース総利益 348,311

売上総利益合計 1,110,563

販売費及び一般管理費 1,467,106

営業損失（△） △356,542

営業外収益  

受取利息 4,411

受取配当金 12,912

賃貸不動産収入 68,277

その他 13,835

営業外収益合計 99,437

営業外費用  

支払利息 82,096

不動産賃貸原価 42,080

その他 9,335

営業外費用合計 133,512

経常損失（△） △390,617

特別利益  

固定資産売却益 52

償却債権取立益 5,949

特別利益合計 6,002

特別損失  

固定資産除却損 483

投資有価証券評価損 95,119

減損損失 12,533

特別損失合計 108,136

税引前四半期純損失（△） △492,750

法人税等 34,365

四半期純損失（△） △527,115
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △492,750

減価償却費 361,870

減損損失 12,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,375

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,309

受取利息及び受取配当金 △17,324

支払利息 82,096

投資有価証券評価損益（△は益） 95,119

有形固定資産売却損益（△は益） △52

固定資産除却損 483

売上債権の増減額（△は増加） 2,714,535

破産更生債権等の増減額（△は増加） △40,031

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,680

仕入債務の増減額（△は減少） △2,077,115

未成工事受入金の増減額（△は減少） 529,416

リース前受収益の増減額（△は減少） △169,765

その他の流動資産の増減額（△は増加） △188,647

その他投資等の増減額（△は増加） 2,954

その他の流動負債の増減額（△は減少） △881,414

その他の固定負債の増減額（△は減少） 218

小計 283,607

利息及び配当金の受取額 17,324

利息の支払額 △81,278

法人税等の支払額 △118,476

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,176

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 △6,600

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 △62,563

有形固定資産の取得による支出 △92,783

有形固定資産の売却による収入 84,966

長期貸付けによる支出 △90

長期貸付金の回収による収入 15,537

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 △38,092

- 4 -



（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 200,070

長期借入金の返済による支出 △280,200

リース債務の返済による支出 △3,821

自己株式の売却による収入 389

自己株式の取得による支出 △998

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △153

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,628

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 2,599,665
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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

株主資本合計 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２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 

完成工事高 7,752,527

リース収益 2,692,899 10,445,427

Ⅱ 売上原価 

完成工事原価 6,860,379

リース原価 2,344,069 9,204,449

売上総利益 

完成工事総利益 892,147

リース総利益 348,829 1,240,977

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,666,823

営業損失(△) △425,845

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 7,648

受取配当金 13,926

有価証券売却益 99

賃貸不動産収入 38,365

その他 32,754 92,793

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 80,434

有価証券売却損 40,097

その他 28,868 149,401

経常損失(△) △482,453

Ⅵ 特別利益 

固定資産売却益 391

償却債権取立益 9,479

その他 11 9,881

Ⅶ 特別損失 

固定資産売却損 1,779

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 4,838 84,378

税金等調整前四半期純損失(△) △556,950

法人税等 50,484

四半期純損失(△) △607,435
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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２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９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       △556,950

減価償却費       367,474

貸倒引当金の減少額     △27,359

退職給付引当金の減少額      △5,851

賞与引当金の増加額   2,669

役員退職慰労引当金の減少額   △1,640

完成工事補償引当金の減少額   △9,775

受取利息及び受取配当金   △21,574

支払利息   80,434

有価証券売却損  39,997

投資有価証券評価損   4,838

固定資産除却損   787

固定資産売却損  1,387

売上債権の減少額   2,673,032

破産更生債権等の減少額   32,638

たな卸資産の増加額   △1,342,750

仕入債務の増加額   48,109

未成工事受入金の増加額   688,256

リース前受収益の減少額   △39,861

その他流動資産の増加額   △113,565

その他流動負債の減少額   △392,301

その他固定資産の減少額   14,304

その他固定負債の減少額   △306

小計   1,441,993

利息及び配当金の受取額   21,574

利息の支払額   △80,341

法人税等の支払額   △83,983

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,299,242
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前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９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   △8,250

有価証券の取得による支出   △909

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   △234,897

有形固定資産の売却による収入   89,135

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   8,247

投資活動によるキャッシュ・フロー   △87,612

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   △615,000

長期借入金の返済による支出   △220,200

自己株式の売却による収入   849

自己株式の取得による支出   △3,470

社債の償還による支出   △60,000

配当金の支払額   △68,539

財務活動によるキャッシュ・フロー   △966,360

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   245,269

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 

  2,000,207
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