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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 8,141 10.4 △36 ― △47 ― △486 ―

22年3月期第2四半期 7,377 ― △356 ― △390 ― △527 ―

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2四半期 △6.96 ―

22年3月期第2四半期 △7.54 ―

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2四半期 22,624 8,913 39.4 127.52
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2四半期  8,913百万円 22年3月期  9,478百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1.00 1.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,500 0.7 520 31.9 480 0.5 250 2.9 3.58
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(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 

（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） 

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 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） 23年3月期2Q  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2Q  1,213,412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2Q  69,901,071株 22年3月期2Q  69,910,904株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなど景気の回復に向けた動

きが見受けられた一方で、海外景気の下振れ懸念や円高の進行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、流通店舗等の顧客ターゲット別の新規顧客開拓やアフターメンテ

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な営業活動を展開し受注拡大に努めてまいりました

が、受注高は前年同四半期と比べ概ね横ばいの7,656百万円（前年同四半期比99.0％、78百万円減）となりまし

た。しかしながら、手持工事が想定以上に進捗したこと等により、売上高は8,141百万円（前年同四半期比

110.4％、764百万円増）となりました。一方、損益面につきましては、売上高の増加に伴う売上総利益の増加に加

え、引き続き個別案件ごとの厳格な採算性の確保及び徹底した原価低減等により営業損失は36百万円（前年同四半

期は営業損失356百万円、320百万円の改善）、経常損失は47百万円（前年同四半期は経常損失390百万円、342百万

円の改善）となりました。また、新退職金制度への移行に伴う退職給付制度改定損139百万円及び株式市場の下落

に伴う投資有価証券評価損204百万円等を特別損失に計上した結果、四半期純損失は486百万円（前年同四半期は四

半期純損失527百万円、40百万円の改善）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。 

（プレハブ建築販売事業） 

 プレハブ建築の販売事業におきましては、依然として民間設備投資の回復に力強さはなく、受注は低調に推移し

たものの、手持工事が順調に進捗したこと等により売上高は3,009百万円（前年同四半期比101.9％、55百万円増）

となりました。 

（プレハブ建築リース事業） 

 プレハブ建築のリース事業におきましては、マンションのモデルルーム需要の回復や幼稚園・保育園向けの受注

が堅調に推移したことに加え、リース部材を活用した低価格建物の販売促進の効果もあり、売上高は1,905百万円

（前年同四半期比111.7％、199百万円増）となりました。 

 これらの結果、プレハブ建築事業全体の売上高は4,915百万円（前年同四半期比105.5％、255百万円増）となり

ました。 

  

（立体駐車場販売事業） 

 立体駐車場の販売事業におきましては、機械式駐車場では受注・売上ともに低調に推移いたしましたが、自走式

駐車場ではマンション向けの受注が回復し、また手持工事が順調に進捗したこともあり売上高は2,460百万円（前

年同四半期比127.3％、527百万円増）となりました。 

（立体駐車場メンテナンス事業） 

 立体駐車場のメンテナンス事業におきましては、機械式駐車場のチェーン等の改修工事や収容車種の大型化・機

械装置の省エネ化等のリニューアル工事など積極的に提案し需要の喚起を図ってまいりましたが、売上高は766百

万円（前年同四半期比97.7％、17百万円減）に留まりました。 

 これらの結果、立体駐車場事業全体の売上高は3,226百万円（前年同四半期比118.8％、509百万円増）となりま

した。 

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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1,636百万円減少し、 百万円となりました。 

 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1,071百万円減

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により、前事業年度末と比べ564百万円減少し、 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0.3ポイント改善し、39.4％となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

22,624

13,710

8,913

- 2 -



（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 百万円となり、前事業

年度末と比べ644百万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521.6％）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 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448.0％）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 

 平成23年３月期通期業績予想につきましては、売上高、営業利益及び経常利益は概ね計画通りに推移しているた

め前回発表（平成22年５月14日公表）予想数値を変更しておりません。また、当社の四半期における有価証券の評

価方法は洗替え方式を採用しているため、当第２四半期累計期間にて計上した投資有価証券評価損204百万円を織

り込まず、当期純利益は前回発表（同上）予想数値を据え置いております。 

  

  

（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、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。 

   

（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 

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、当第２四半期累計期間の営業損失及び経常損失は1,246千円、税引前四半期純損失は44,657千円そ

れぞれ増加しております。 

 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。   

  

2,743

527

523 38

648

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 2,761,800 3,421,365

受取手形・完成工事未収入金 3,219,027 3,779,748

リース未収入金 2,078,183 2,831,505

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 161,120 111,948

リース支出金 757,588 740,036

商品及び製品 264,735 221,181

仕掛品 72,484 45,408

原材料及び貯蔵品 426,668 319,442

その他 309,604 228,381

貸倒引当金 △58,302 △71,791

流動資産合計 10,022,994 11,657,309

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,358,126 3,414,227

建物・構築物 6,819,217 6,099,459

機械、運搬具及び工具器具備品 3,689,655 3,720,070

土地 5,610,935 5,569,571

減価償却累計額 △8,974,373 △8,840,719

有形固定資産計 10,503,562 9,962,609

無形固定資産   

その他 82,414 93,867

無形固定資産計 82,414 93,867

投資その他の資産   

投資有価証券 987,556 1,526,676

出資金 9,085 9,085

破産更生債権等 389,837 410,462

その他 995,480 997,997

貸倒引当金 △366,593 △397,506

投資その他の資産計 2,015,366 2,546,714

固定資産合計 12,601,343 12,603,191

資産合計 22,624,337 24,260,501

- 4 -



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 3,518,156 3,985,078

短期借入金 3,994,796 4,839,144

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 1,561,105 1,631,716

未払法人税等 40,996 58,175

未成工事受入金 286,743 179,944

リース前受収益 363,091 584,667

完成工事補償引当金 39,682 54,496

賞与引当金 － 25,000

その他 97,257 102,903

流動負債合計 10,061,829 11,621,126

固定負債   

社債 1,000,000 1,080,000

長期借入金 1,522,906 1,171,104

退職給付引当金 820,965 691,836

役員退職慰労引当金 107,420 113,380

訴訟損失引当金 50,000 50,000

資産除去債務 63,113 －

その他 84,657 54,987

固定負債合計 3,649,061 3,161,308

負債合計 13,710,890 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 158,275 715,027

自己株式 △123,459 △123,276

株主資本合計 8,950,878 9,507,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,431 △29,747

評価・換算差額等合計 △37,431 △29,747

純資産合計 8,913,446 9,478,065

負債純資産合計 22,624,337 24,260,501
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 5,670,922 6,236,658

リース収益 1,706,083 1,905,204

売上高合計 7,377,006 8,141,862

売上原価   

完成工事原価 4,908,670 5,312,297

リース原価 1,357,772 1,544,110

売上原価合計 6,266,442 6,856,408

売上総利益   

完成工事総利益 762,252 924,360

リース総利益 348,311 361,093

売上総利益合計 1,110,563 1,285,454

販売費及び一般管理費 1,467,106 1,321,996

営業損失（△） △356,542 △36,541

営業外収益   

受取利息 4,411 4,707

受取配当金 12,912 15,992

賃貸不動産収入 68,277 97,172

その他 13,835 31,775

営業外収益合計 99,437 149,646

営業外費用   

支払利息 82,096 72,292

不動産賃貸原価 42,080 60,954

その他 9,335 27,582

営業外費用合計 133,512 160,828

経常損失（△） △390,617 △47,723

特別利益   

固定資産売却益 52 －

貸倒引当金戻入額 － 32,297

償却債権取立益 5,949 2,893

特別利益合計 6,002 35,191

特別損失   

固定資産除却損 483 1,226

投資有価証券評価損 95,119 204,476

ゴルフ会員権評価損 － 340

減損損失 12,533 34,597

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,411

退職給付制度改定損 － 139,878

特別損失合計 108,136 423,929

税引前四半期純損失（△） △492,750 △436,461

法人税等 34,365 50,387

四半期純損失（△） △527,115 △486,849
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △436,461

減価償却費 361,870 351,685

減損損失 12,533 34,597

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50,831 △44,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,712 129,128

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） 7,375 △5,960

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,309 △14,813

受取利息及び受取配当金 △17,324 △20,699

支払利息 82,096 72,292

投資有価証券評価損益（△は益） 95,119 204,476

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

固定資産売却損益（△は益） △52 －

固定資産除却損 483 1,226

売上債権の増減額（△は増加） 2,714,535 1,314,042

破産更生債権等の増減額（△は増加） △40,031 20,624

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,680 △244,579

仕入債務の増減額（△は減少） △2,077,115 △466,922

未成工事受入金の増減額（△は減少） 529,416 106,799

リース前受収益の増減額（△は減少） △169,765 △221,576

その他の流動資産の増減額（△は増加） △188,647 △77,183

その他投資等の増減額（△は増加） 2,954 △29,827

その他の流動負債の増減額（△は減少） △860,974 △81,316

その他の固定負債の増減額（△は減少） 218 10,806

小計 304,047 620,686

利息及び配当金の受取額 17,324 20,699

利息の支払額 △81,278 △76,637

法人税等の支払額 △138,916 △37,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,176 527,696
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 △6,600 △4,400

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 △62,563 △902

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 △92,783 △1,004,685

有形固定資産の売却による収入 84,966 106,775

長期貸付金の回収による収入 15,537 15,495

長期貸付けによる支出 △90 △1,800

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 △38,092 △523,544

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 △979,948

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △280,200 △312,598

リース債務の返済による支出 △3,821 △5,592

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 △183

社債の償還による支出 △60,000 △80,000

配当金の支払額 △153 △69,994

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,712 △648,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,628 △644,165

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 2,599,665 2,743,000
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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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