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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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３四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3四半期 12,360 ― △106 ― △20 ― △282 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △4.04 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 24,816 8,912 35.9 127.50
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,912百万円 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  有  
 

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）

0.00 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  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 18,700 △18.7 400 ― 460 ― 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3四半期 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3四半期  1,210,483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3四半期 69,908,796株 21年3月期第3四半期 69,936,385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８月４日に公表した通期の業績予想を修正しております。また、平成22年３月期の期末配当予想を修正しております。詳細につきましては、本
日（平成22年２月５日）公表の「業績予想および配当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。 
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 当第３四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、企業収益の低迷や雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況が続きました。また、建設

市場におきましても、民間設備投資の低迷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による新規顧客開拓やプ

レハブ建物のアフターメンテナンスの推進による既存顧客の需要の掘り起こしなど積極的に営業活動を展開してまい

りましたが、民間設備投資の低迷の影響は大きく、受注高は11,371百万円に留まり、売上高は12,360百万円となりま

した。 

 損益面につきましては、徹底した原価低減と更なる経費の削減に全力をあげて取り組んだ成果もあり、売上総利益

率の大幅な改善、販売費及び一般管理費の抑制がなされ、営業損失106百万円と赤字幅は大きく縮小いたしました。

また、保有資産の効率化方針の一環として事業保険の一部見直し等による解約益148百万円を営業外収益に計上した

結果、経常損失は20百万円となりましたが、投資有価証券評価損147百万円等を特別損失に計上したこともあり、四

半期純損失は282百万円となりました。 

（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業績は、売上高

15,547百万円、営業損失637百万円、経常損失675百万円及び四半期純損失836百万円であります。 

  

 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、民間設備投資の低迷の影響により、ハウス製品及びユニットハウス製品等の建材製品の

受注は低調に推移し、売上高は4,835百万円となりました。 

 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は健闘したものの、マンションのモデルル

ームが低調に推移し、売上高は2,862百万円となりました。 

 これらの結果、プレハブ建築事業全体での売上高は7,697百万円となりました。 

（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10,446百万円（販売部門6,884百万円、リース部門3,562百万円）であります。 

  

（立体駐車場事業） 

 販売部門におきましては、機械式駐車場ではマンションやホテルの建設需要の落ち込みもあり受注は低迷したもの

の、工事が順調に進捗したことや低層の多段式駐車場の販売促進もあり、売上高は1,956百万円となりました。自走

式駐車場では官公庁・病院をターゲットとした受注活動の成果はあったものの、売上高が1,414百万円に留まった結

果、販売部門全体の売上高は3,370百万円となりました。 

 一方、メンテナンス部門におきましては、定期点検は堅調に推移し、機械制御装置等の改修やハイルーフ車仕様へ

の切替等の工事関連（リニューアル工事）が増加したことにより、売上高は1,291百万円となりました。 

 これらの結果、立体駐車場事業全体での売上高は4,662百万円となりました。 

（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5,021百万円［販売部門3,800百万円（機械式駐車場1,308百万円、自走式駐車場2,492百万円）、メンテナン

ス部門1,220百万円］であります。 

  

 当第３四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３四半期会計期間末における資産合計は24,816百万円、負債合計は15,904百万円となりました。 

 純資産合計は、当第３四半期会計期間において利益計上となったものの、累計期間では四半期純損失となったこと

から8,912百万円となりました。 

 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

- 1 -



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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3,307百万円となりました。 

  

 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605百万円となりました。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、売上債権や棚卸資産の減少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72百万円となりました。これは、主にリース用建物部材の新規投入によるものであ

ります。 

 財務活動の結果得られた資金は93百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加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

2,158百万円、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1,366百

万円、投資活動の結果使用した資金139百万円及び財務活動の結果使用した資金823百万円であります。 

   

 平成21年８月４日に公表した通期の業績予想数値につきまして修正を行っております。詳細につきましては、本日

（平成22年２月５日）公表の「業績予想および配当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３四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、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３四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３四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1,893,721千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ

232,652千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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 3,338,130

受取手形・完成工事未収入金 3,621,228

リース未収入金 2,210,923

販売用不動産 30,082

未成工事支出金 753,661

リース支出金 841,767

商品及び製品 378,788

仕掛品 49,518

原材料及び貯蔵品 339,432

その他 1,066,440

貸倒引当金 △58,032

流動資産合計 12,571,941

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 3,457,332

建物・構築物 6,130,894

機械、運搬具及び工具器具備品 3,722,382

土地 5,569,571

建設仮勘定 210

減価償却累計額 △8,769,534

有形固定資産計 10,110,856

無形固定資産  

その他 99,800

無形固定資産計 99,800

投資その他の資産  

投資有価証券 1,449,015

出資金 9,085

破産更生債権等 576,371

その他 551,273

貸倒引当金 △551,885

投資その他の資産計 2,033,859

固定資産合計 12,244,515

資産合計 24,816,457
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 4,046,694

短期借入金 6,346,748

1年内償還予定の社債 120,000

未払金 1,549,347

未払法人税等 48,280

未成工事受入金 697,120

リース前受収益 375,910

完成工事補償引当金 26,393

その他 342,425

流動負債合計 13,552,921

固定負債  

社債 920,000

長期借入金 514,500

退職給付引当金 697,001

役員退職慰労引当金 111,622

訴訟損失引当金 50,000

その他 58,133

固定負債合計 2,351,257

負債合計 15,904,178

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 189,823

自己株式 △123,335

株主資本合計 8,982,611

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △70,333

評価・換算差額等合計 △70,333

純資産合計 8,912,278

負債純資産合計 24,816,457
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高  

完成工事高 9,497,461

リース収益 2,862,805

売上高合計 12,360,266

売上原価  

完成工事原価 7,989,438

リース原価 2,266,082

売上原価合計 10,255,521

売上総利益  

完成工事総利益 1,508,022

リース総利益 596,722

売上総利益合計 2,104,745

販売費及び一般管理費 2,210,947

営業損失（△） △106,202

営業外収益  

受取利息 6,694

受取配当金 18,842

賃貸不動産収入 102,541

保険解約益 148,447

その他 20,702

営業外収益合計 297,227

営業外費用  

支払利息 123,682

不動産賃貸原価 67,641

その他 19,707

営業外費用合計 211,031

経常損失（△） △20,005

特別利益  

固定資産売却益 52

償却債権取立益 7,779

特別利益合計 7,832

特別損失  

固定資産除却損 9,593

投資有価証券評価損 147,170

減損損失 12,533

会員権評価損 3,500

訴訟損失引当金繰入額 50,000

特別損失合計 222,797

税引前四半期純損失（△） △234,970

法人税等 47,366

四半期純損失（△） △282,336

- 3 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △234,970

減価償却費 542,723

減損損失 12,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125,515

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,609

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,142

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 21,287

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 50,000

受取利息及び受取配当金 △25,536

支払利息 123,682

投資有価証券評価損益（△は益） 147,170

固定資産売却損益（△は益） △52

固定資産除却損 9,593

売上債権の増減額（△は増加） 2,027,899

破産更生債権等の増減額（△は増加） △77,749

たな卸資産の増減額（△は増加） 575,303

仕入債務の増減額（△は減少） △1,512,466

未成工事受入金の増減額（△は減少） 327,615

リース前受収益の増減額（△は減少） △597,884

その他の流動資産の増減額（△は増加） △893,955

その他投資等の増減額（△は増加） 498,551

その他の流動負債の増減額（△は減少） △262,062

その他の固定負債の増減額（△は減少） △501

小計 856,229

利息及び配当金の受取額 25,536

利息の支払額 △122,912

法人税等の支払額 △153,544

営業活動によるキャッシュ・フロー 605,308

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 △9,350

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 △63,016

有形固定資産の取得による支出 △174,973

有形固定資産の売却による収入 128,178

長期貸付けによる支出 △340

長期貸付金の回収による収入 23,260

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 △72,800
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 600,070

長期借入金の返済による支出 △378,600

リース債務の返済による支出 △6,562

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 △1,144

社債の償還による支出 △120,000

配当金の支払額 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 626,486

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 3,307,780
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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

- 3 -



（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） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 

完成工事高 11,985,254 

リース収益 3,562,045 15,547,299

Ⅱ 売上原価 

完成工事原価 10,579,383

リース原価 3,022,782 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 1,945,133

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,583,020

営業損失(△) △637,887

Ⅳ 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 33,142 162,902

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 119,100

有価証券売却損 40,097

その他 41,660 200,858

経常損失(△) △675,843

Ⅵ 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 12,279

Ⅶ 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 21,036 100,591

税金等調整前四半期純損失(△) △764,155

法人税等 72,092

四半期純損失(△) △836,248
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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） 

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（△）       △764,155

減価償却費      556,068

貸倒引当金の増加額     59,287

退職給付引当金の減少額      △8,919

賞与引当金の減少額   △23,063

役員退職慰労引当金の増加額   2,360

完成工事補償引当金の減少額 △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  39,997

投資有価証券評価損   21,036

固定資産除却損   787

固定資産売却損  1,402

売上債権の減少額   2,436,102

破産更生債権等の増加額   △48,632

たな卸資産の増加額   △1,877,149

仕入債務の増加額   393,504

未成工事受入金の増加額   1,184,396

リース前受収益の増加額   73,918

その他流動資産の増加額   △115,117

その他流動負債の減少額   △468,636

その他固定資産の減少額   16,008

その他固定負債の増加額   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
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前第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） 

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   △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

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   △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

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   403,973

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 

  2,158,912
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