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IR 資料『弊社の経営現況について（22 年 3 月期第２四半期連結決算）』 
 

弊社グループの第 2 四半期連結決算の概要と、平成 22 年 3 月期連結決算に向けた経営現況を、収

益構造の特徴と併せて「IR 資料」としてまとめましたので、御高覧頂ければ嬉しく存じます。 
 

【過去最高の中間業績を達成】 

当第 2 四半期は、売上高で過去最高を更新するとともに、営業利益、経常利益、純利益共に前

第 2 四半期に続き最高益を更新し計画値を上回ることができました。下期につきましても、引き

続き民間設備投資の低迷など厳しい事業環境が続きますが、徹底した差別化戦略を推進し、収益

の確保に努めてまいります。なお、通期の業績予想に変更はありません。 

 

□ 連結経営成績                           （単位：百万円） 

 21/9実績 （利益率） 20/9実績 （利益率） 増減率  22/3予想 

売上高 ※40,470 39,468 2.5％  85,000 

営業利益 ※4,112 10.2％ 2,988 7.6％ 37.6％  5,100 

経常利益 ※3,793 9.4％ 2,910 7.4％ 30.3％  4,300 

純利益 ※1,898 4.7％ 1,260 3.2％ 50.6％  2,000 

  ※印は過去最高値の更新 

過去最高値：売上高 40,439（17/9 期）、営業利益 2,988（20/9 期)、経常利益 2,910（20/9 期）、純利益 1,260（20/9 期） 

 

【連結経営成績のポイントと今後の事業展開】 

① ピタコラム事業の伸展 

ピタコラム事業は、受注高、売上高共に前年同期実績を大きく上回り一層伸展しております。 

② 分譲マンション事業の順調な進捗 

厳しい市場環境の下、分譲マンション事業は順調に推移し前年同期実績を上回りました。 

③ ウッドピタ事業の拡大 

木質系戸建住宅耐震事業「ウッドピタ」は、マーケティングに注力し順調に事業拡大が進んでおります。 

④ 業界トップ水準の利益率 

完成工事総利益率が 20％を超えるなど、業界屈指の高収益体質を確立しております。 

⑤ 安定的な資金運営と有利子負債の圧縮 

安定的な資金運営を継続しつつ有利子負債の圧縮も進んでおります。 

⑥ 差別化戦略の展開 

経営理念である差別化戦略を、独自の商品や技術を持つ事業分野で積極的に展開しております。 
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①ピタコラム事業の伸展 

耐震補強事業のピタコラム事業は業績を大幅に拡大しており、第 2 四半期末現在で前期の年間

実績を上回る水準に達しました。これは政策として学校耐震の早期化が進められるなか、地域カ

ンパニー制度を導入し市場動向に即応できる営業体制を整えるなど、マーケティングを一層強化

した成果であります。耐震化が必要な学校施設は公立小中学校だけでもまだ全国で約４万１千棟

（出所：文部科学省、平成 21 年 4月 1日現在）あると言われ、引き続き有望な市場として見込む

ことができ、また政権交代による影響もこの分野ではそれほど見られず、ピタコラム事業への期

待は揺るぎないものになっております。 

さらに、集合住宅の耐震補強市場が伸張しつつあり、これに最適な外付け耐震補強工法「CESRet

（セスレット）」が有力な商品となることから、ピタコラムと併せ更なる事業拡大が見込まれます。 

 
 
□ ピタコラム事業の実績及び予想         （単位：百万円） 

 21/9実績 20/9実績 比較増減 22/3予想 21/3実績 比較増減 

連結受注高 17,475 11,504 51.9％ 27,000 14,133 91.0％ 

連結売上高 14,978 9,358 60.1％ 24,000 13,458 78.3％ 

 

 

 

 

 

 

②分譲マンション事業の順調な進捗 

不動産市場の急激な環境悪化で他社が苦戦するなか、弊社の分譲マンション事業は前年同様順

調に業績を伸ばしており、販売戸数（契約ベース）は前年同期を 22.4％上回りました。 

これは弊社グループの優位性の源泉である綿密なマーケティングに基づく商品企画、設計施工

一体のマンション作りならびにそれを訴求する強力な販売体制、すなわち「デザインＣ」を実践

していることがお客様から強い支持を頂いているものと考えております。今後も真の顧客ニーズ

が何かをグループ一体となって追求し、綿密なマーケティングに基づいた商品やプロモーション

を展開することで、事業の拡大を目指してまいります。 

 

 

□ 分譲マンション事業の実績及び予想    

  21/9実績 20/9実績 比較増減 22/3予想 21/3実績 比較増減

  販売戸数（契約ベース） 251戸 205戸 22.4％ 310戸 310戸 0.0％
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③ウッドピタ事業の拡大 

木質系戸建住宅向け耐震補強事業の「ウッドピタ」は、本年 2 月より東京オフィス、大阪オフ

ィスを開設するなど販売拡大に向けた基盤づくりを進め、通期での受注目標 400 件に向け順調に

事業を拡大しております。 

耐震性が不十分な木造戸建住宅は全国で約１千万戸あると言われ、その膨大な潜在需要を喚起

すべくマーケティングに全力を注いでおり、耐震相談会の開催や各方面との提携に加え名古屋地

区を中心としたテレビＣＭを展開するなど積極的な取り組みをしております。 

ウッドピタはそこに住んでいる人の命を守る為の商品で、その需要は買い手自身の「命」への

需要に根ざしたものと言えます。この究極の需要に対しウッドピタの価値を訴求するには、構造

計算上で補強効果があるという理論だけでは全く不十分で、実際の効果を明快に証明することが

必要と考えました。そこで、大地震の時にウッドピタで補強した家と未補強の家が各々どのよう

になるのかを、震度６強の人工振動による実物大実験を行い、その記録映像をテレビＣＭ、ＤＶ

Ｄ、ホームページなどあらゆる機会を捉えて伝えることにしました。リアリティーのある映像は

補強効果をはっきりと証明しています。補強が為されていない家はあっけなく壊れてしまいます

が、ウッドピタで補強された家は全く損傷が生じていません。弊社はこの実験映像により命を守

る為にウッドピタが価値ある商品であることを訴え、さらなる受注拡大を図ってまいります。 

 《 詳しくは実験映像ホームページをご覧下さい http://www.woodpita.co.jp./movie/movie2.html 》 

 

 

 

 

 

 

④業界トップ水準の利益率 

弊社の完成工事総利益率は 21.9％に達し極めて高い水準にあります。これは、構造的に低採算

である従来型の請負事業からの脱却を目指し、耐震補強事業や民間建築事業で差別化を図ってき

た成果であります。また、営業利益率、経常利益率及び純利益率においても、それぞれ 10.2％、

9.4％、4.7％と高水準にあります。 

 

 

□ 利益率                             （単位：百万円） 

 21/9実績 20/9実績 比較増減  

完成工事総利益 7,173 5,736 25.0％  

完成工事総利益率 21.9％ 16.9％ 5.0P  

売上高営業利益率 10.2％ 7.6％ 2.6P  

売上高経常利益率 9.4％ 7.4％ 2.0P  

売上高純利益率 4.7％ 3.2％ 1.5P  

 

 

 

 

http://www.woodpita.co.jp./movie/movie2.html
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⑤安定的な資金運営と有利子負債の圧縮 

弊社は金融危機に端を発した不確実性リスクに備えるとともに、投資余力を確保するため手元

流動性を高めに誘導した資金運営を継続しております。当第 2 四半期においては、売上債権の回

収が順調に進み営業キャッシュフローが約 59 億円と改善したことから、有利子負債の圧縮を進め

同時に現預金の積み増しを行っております。この結果、実質的な有利子負債（＝NET 有利子負債）

は前期末に比べて約 57 億円減少し、財務の健全化が一層進んでおります。 

 

 □ 資金運営の状況  （単位：百万円）

     21/9 期 21/3 期 比較増減 

有利子負債残高 49,730 53,311 ▲3,581 

現金預金残高 24,269 22,155  2,113 

ＮＥＴ有利子負債 25,460 31,156 ▲5,696 

※ NET 有利子負債＝有利子負債-現金預金 

 

 

⑥差別化戦略の展開 

弊社は経営理念である差別化戦略のもと、独自の商品、技術を持つ事業分野において事業を科

学的、構造的に分析し、事業構造自体を差別化することで高い収益性を追求しております。 

●ゴルフ場コース管理 

ヤハギ緑化（株）はコース管理業務を順調に拡大しております。これはゴルフ場経営を経営

者の視点で科学的、構造的に検証し、経営改善に直結する提案を進めている成果であり、今後

も経営者との意見交換や改善策の提案を積極的に行い、事業の拡大を図ってまいります。 
●パンウォール、フィルウォール 

土木分野の差別化商品である切土補強土壁工法「パンウォール」は、推進体制の強化が奏功

し受注が大幅に拡大しております。加えて新工法である盛土補強土壁工法「フィルウォール」

を商品化し、本格的な営業を開始しました。実物を用いた研究開発を積み重ね低価格と短工期

を実現しており、道路築造などでの受注拡大が見込まれます。 
●土壌浄化事業 

土壌汚染に対する法的規制が強まるなか、弊社は土壌汚染対策に関するトータルソリューシ

ョンを提供し事業を拡大しております。土壌調査の依頼も増加しており大学と共同した土壌汚

染対策セミナーの開催や、現地で浄化可能な安価な処理技術の開発などを進め、今後も事業の

拡大を図ってまいります。 
●名鉄土木工事・軌道工事 

弊社は差別化が困難な公共事業からは一線を画しており、土木事業では名古屋鉄道向けの軌

道工事や鉄道関連の土木工事を主力として展開しております。鉄道事業会社にとって安全運行

は最もプライオリティーが高いニーズで、弊社が培ってきた施工技術は高度な安全性と信頼性

を有し、この分野での優位性を確立しております。今後もこの分野は有力な経営基盤の一つと

位置づけており、安定収益の確保に努めてまいります。 
 

以 上 


