
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）森岡 篤弘 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役経営管理本部長 （氏名）本吉 義昭 （ＴＥＬ）  （076）268-1111 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,729  9.8  △131  －  △134  －  △239  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  △3.43  －

22年３月期第１四半期  △5.57  －

  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 

23年３月期第１四半期  23,071  9,042  39.2  129.36

22年３月期  24,260  9,478  39.1  135.59

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 9,042百万円 22年３月期 9,478百万円

  
年間配当金 

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

22年３月期  － 0.00  －  1.00 1.00

23年３月期  －

23年３月期（予想） 0.00  －  1.00 1.00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  6,600  △10.5  △240  －  △260  －  △370  －  △5.29

通期  18,500  0.7  520  31.9  480  0.5  250  2.9  3.58
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４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、［添付資料］３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 71,113,168株 22年３月期 71,113,168株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,211,747株 22年３月期 1,210,492株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 69,901,735株 22年３月期１Ｑ 69,913,619株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善など着実に持ち直しつつある一方で、高い失業率

やデフレの影響、欧州等の海外景気の下振れ懸念など景気を下押しするリスクも多く、先行き不透明な状況にあり

ました。また、建設市場におきましては、民間設備投資の一部に持ち直しの動きが見受けられたものの、回復に力

強さはなく、また受注獲得競争の激化等もあり、依然として厳しい状況が続きました。 

このような状況のなか当社といたしましては、当事業年度を初年度とする３ヵ年の新中期経営計画の基本戦略を

柱に、流通店舗など顧客ターゲット別に新規顧客開拓を積極的に推し進めたほか、プレハブ建物のアフターメンテ

ナンスの全国展開による需要の掘り起こしや営業情報の拡充など顧客接点の拡大と顧客深耕度を高め、受注拡大に

向けて取り組んでまいりました。また、生産効率、施工効率の向上など原価低減を念頭においた既存製品の改良や

個別案件ごとの採算性の確保など収益力の向上に努めたほか、企画提案力、営業対応力及び施工力等を高めるため

営業・技術の交流会や各種研修会を実施し、現場力の底上げを図ってまいりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高3,729百万円（前年同四半期比109.8％、333百万円増）、

営業損失131百万円（前年同四半期は営業損失308百万円、176百万円の改善）、経常損失134百万円（前年同四半期

は経常損失314百万円、180百万円の改善）となりました。また、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響

額43百万円や投資有価証券評価損37百万円等を特別損失に計上した結果、四半期純損失は239百万円（前年同四半

期は四半期純損失389百万円、149百万円の改善）となりました。 

セグメントの業績は、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、店舗や事務所向けの受注が回復基調にあり、全体での受注高は前年同四半期と比べ増

加したものの、工期の関係もあり、売上高は1,395百万円（前年同四半期比92.6％、111百万円減）に留まりまし

た。 

一方、リース部門におきましては、マンションのモデルルーム需要の回復やリース部材を活用した低価格建物の

販売促進等もあり受注が堅調に推移した結果、売上高は748百万円（前年同四半期比115.1％、98百万円増）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2,143百万円（前年同四半期比99.4％、13百万円減）となり

ました。 

（立体駐車場事業） 

販売部門におきましては、ホテル・マンション建設の需要低迷の影響を受け、受注は機械式駐車場・自走式駐車

場ともに低調に推移いたしましたが、手持工事が順調に進捗したこと等により、売上高は1,245百万円（前年同四

半期比146.6％、395百万円増）となりました。 

メンテナンス部門におきましては、機械式駐車場のリニューアル化に向けた工事が低調に推移したこと等によ

り、売上高は340百万円（前年同四半期比87.5％、48百万円減）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1,585百万円（前年同四半期比128.0％、346百万円増）となり

ました。  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

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回収が進

んだことにより、前事業年度末と比べ1,188百万円減少し、 百万円なりました。 

負債合計は、主に仕入債務の支払や銀行借入金の返済が進んだことにより、前事業年度末と比べ753百万円減少

し、 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や株価下落の影響により、前事業年度末と比べ435百万円減少し、

百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は、前事業年度末と比べ0.1ポイント改善し、39.2％となりました。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

23,071

14,029

9,042
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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 百万円となり、前事業

年度末と比べ40百万円減少いたしました。 

 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 百万円（前年同四半期比88.9％）となりました。これは、主に売上債権の減

少によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は12百万円の使用）となりました。これは、主にリー

ス用建物部材や賃貸用駐車場等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 百万円（前年同四半期比623.8％）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。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間の業績は、概ね予想通りに進捗しており、平成22年５月14日に公表した平成23年３月期の

第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。  

 これにより、営業損失及び経常損失は623千円、税引前四半期純損失は44,034千円増加しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は62,755千円であります。   

3,347

735

451

323

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,364,163 3,421,365

受取手形・完成工事未収入金 3,048,268 3,779,748

リース未収入金 1,976,660 2,831,505

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 152,903 111,948

リース支出金 721,643 740,036

商品及び製品 358,192 221,181

仕掛品 62,417 45,408

原材料及び貯蔵品 375,722 319,442

その他 314,359 228,381

貸倒引当金 △62,362 △71,791

流動資産合計 10,342,052 11,657,309

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,378,961 3,414,227

建物・構築物 6,828,702 6,099,459

機械、運搬具及び工具器具備品 3,708,564 3,720,070

土地 5,644,701 5,569,571

減価償却累計額 △8,927,338 △8,840,719

有形固定資産計 10,633,590 9,962,609

無形固定資産   

その他 88,070 93,867

無形固定資産計 88,070 93,867

投資その他の資産   

投資有価証券 1,036,353 1,526,676

出資金 9,085 9,085

破産更生債権等 407,054 410,462

その他 949,684 997,997

貸倒引当金 △394,023 △397,506

投資その他の資産計 2,008,153 2,546,714

固定資産合計 12,729,815 12,603,191

資産合計 23,071,867 24,260,501
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,570,865 3,985,078

短期借入金 4,331,196 4,839,144

１年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 1,714,379 1,631,716

未払法人税等 20,498 58,175

未成工事受入金 258,921 179,944

リース前受収益 371,419 584,667

完成工事補償引当金 44,688 54,496

賞与引当金 － 25,000

その他 92,118 102,903

流動負債合計 10,564,086 11,621,126

固定負債   

社債 1,020,000 1,080,000

長期借入金 1,451,805 1,171,104

退職給付引当金 687,934 691,836

役員退職慰労引当金 104,700 113,380

訴訟損失引当金 50,000 50,000

資産除去債務 62,934 －

その他 87,849 54,987

固定負債合計 3,465,223 3,161,308

負債合計 14,029,309 14,782,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金 1,913,983 1,913,983

利益剰余金 405,191 715,027

自己株式 △123,364 △123,276

株主資本合計 9,197,888 9,507,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △155,331 △29,747

評価・換算差額等合計 △155,331 △29,747

純資産合計 9,042,557 9,478,065

負債純資産合計 23,071,867 24,260,501
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高   

完成工事高 2,745,538 2,980,778

リース収益 650,099 748,272

売上高合計 3,395,638 3,729,050

売上原価   

完成工事原価 2,415,672 2,574,098

リース原価 518,324 604,453

売上原価合計 2,933,997 3,178,551

売上総利益   

完成工事総利益 329,865 406,680

リース総利益 131,775 143,819

売上総利益合計 461,640 550,499

販売費及び一般管理費 770,125 682,392

営業損失（△） △308,484 △131,893

営業外収益   

受取利息 2,523 2,484

受取配当金 12,902 15,558

賃貸不動産収入 33,413 41,115

その他 8,500 19,075

営業外収益合計 57,339 78,233

営業外費用   

支払利息 41,462 36,293

不動産賃貸原価 19,427 28,556

その他 2,912 15,909

営業外費用合計 63,802 80,758

経常損失（△） △314,946 △134,418

特別利益   

固定資産売却益 52 －

貸倒引当金戻入額 － 12,912

償却債権取立益 2,160 1,049

特別利益合計 2,213 13,961

特別損失   

固定資産除却損 372 528

投資有価証券評価損 63,106 37,327

ゴルフ会員権評価損 － 340

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,411

特別損失合計 63,478 81,607

税引前四半期純損失（△） △376,212 △202,064

法人税等 13,002 37,868

四半期純損失（△） △389,215 △239,933
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △202,064

減価償却費 180,632 175,037

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,709 △12,912

退職給付引当金の増減額（△は減少） △560 △3,902

賞与引当金の増減額（△は減少） － △25,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,608 △8,680

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 23,133 △9,808

受取利息及び受取配当金 △15,425 △18,042

支払利息 41,462 36,293

投資有価証券評価損益（△は益） 63,106 37,327

ゴルフ会員権評価損 － 340

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,411

有形固定資産売却損益（△は益） △52 －

固定資産除却損 372 528

売上債権の増減額（△は増加） 2,986,765 1,586,324

破産更生債権等の増減額（△は増加） △36,602 3,407

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,417 △232,861

仕入債務の増減額（△は減少） △1,530,186 △414,213

未成工事受入金の増減額（△は減少） 262,856 78,977

リース前受収益の増減額（△は減少） △368,623 △213,248

その他の流動資産の増減額（△は増加） △104,015 △84,400

その他投資等の増減額（△は増加） 706 22,710

その他の流動負債の増減額（△は減少） △244,452 24,420

その他の固定負債の増減額（△は減少） △432 10,742

小計 983,205 794,386

利息及び配当金の受取額 15,425 18,042

利息の支払額 △45,562 △40,217

法人税等の支払額 △126,022 △37,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 827,046 735,158
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 △2,750

定期預金の払戻による収入 19,800 19,800

有価証券の取得による支出 △62,112 △450

匿名組合出資金の払戻による収入 － 338,502

有形固定資産の取得による支出 △26,345 △862,985

有形固定資産の売却による収入 48,105 41,315

長期貸付金の回収による収入 7,833 7,753

長期貸付けによる支出 － △800

子会社の清算による収入 － 7,669

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 △451,944

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 △579,948

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △140,100 △147,299

リース債務の返済による支出 △1,454 △2,785

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 △88

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

配当金の支払額 △97 △33,244

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,838 △323,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762,828 △40,151

現金及び現金同等物の期首残高 2,681,293 3,387,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,444,122 3,347,013
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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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