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各  位 
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本社所在地  名古屋市東区葵三丁目 19 番 7 号 
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IR 資料『弊社の経営現況について（平成 23 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 23 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、ご参照いただければと存じます。 
 
【連結経営成績】 

当第 2 四半期は前年同四半期に比べ減収減益となりましたが、期首計画に対しては、営業利益、

経常利益、純利益ともに上回ることができました。 
下期につきましても引き続き厳しい事業環境が予想されますが、差別化戦略の徹底により収益

の確保に努めてまいります。 
なお、通期の業績予想につきましては、建築分野における受注時期のずれ込みや着工時期の遅

れ等による完成工事高の減少から売上高は期首計画を下回る見込みですが、営業利益、経常利益

および当期純利益につきましては手持工事全体の利益率の改善と販管費の削減等により、前回通

期予想からの変更はございません。 
 
□ 連結経営成績                           （単位：百万円） 

 22/9実績 期首計画 計画比 21/9実績 増減率 23/3通期予想 

売上高 32,541 35,000 93.0％ 40,470 ▲19.6％ 66,000 

営業利益 3,860 3,700 104.3％ 4,112 ▲6.1％ 4,370 

経常利益 3,561 3,400 104.7％ 3,793 ▲6.1％ 3,700 

純利益 1,868 1,700 109.9％ 1,898 ▲1.6％ 1,900 

（前回通期予想：平成 22 年 5 月 6 日公表） 売上高 72,000 営業利益 4,370 経常利益 3,700 純利益 1,900 

（今回修正通期予想）           売上高 66,000 以下修正なし 

 
 
 

【連結経営成績および今後の事業展開のポイント】 
 

① ピタコラム事業の拡大 

② 分譲マンション事業の着実な展開 

③ ウッドピタ事業の継続展開 

④ ゴルフ場コースの管理事業における新たな取り組み 

⑤ 高水準の利益率確保 

⑥ 有利子負債の圧縮 

⑦ 差別化戦略の水平展開 
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① ピタコラム事業の拡大 

当第 2 四半期につきましては、受注高は学校耐震補強工事の発注時期の遅れにより前年同期実績

を 3.1％下回ったものの、売上高は手持工事を含め施工が順調に進捗したことから、前年同期実績

を 13.1％上回りました。 
また通期につきましては、受注高、売上高ともに引き続き前年実績を上回ると予想されますが、

上記発注時期の遅れ等の影響を受け当初計画を若干下回る見込みです。 
公共施設の耐震化は継続的な政策課題であり、これまで優先的に進められてきた学校施設に続き

今後は病院や防災拠点施設、集合住宅等へ漸次波及することが予想されます。弊社グループはこの

9 月に集合住宅向けに展開している外付け耐震補強工法「CESRet（セスレット）」で特許を取得す

る等、耐震補強分野における裾野の拡大と差別化をより一層進めており、耐震化市場で引き続き着

実な受注を目指してまいります。 
 

□ ピタコラム事業の実績および予想           （単位：百万円） 

 22/9実績 21/9実績 比較増減 23/3予想 22/3実績 比較増減 

連結受注高 16,934 17,475 ▲3.1％ 27,000 23,124 16.8％ 

連結売上高 16,936 14,978 13.1％ 25,000 19,860 25.9％ 

 

 

② 分譲マンション事業の着実な展開 

分譲マンション事業は在庫が一巡した端境期にあり、前年同期を下回って推移していますが、計

画に対しては予定通りの進捗状況となっています。 
また用地の取得についても、従来からの名古屋市を中心とした東海エリアに加え、13 年ぶりに

最大市場である首都圏での物件開発を再開する等順調に進んでおり、平成 23 年度以降は供給戸数

の回復を見込んでおります。 
今後とも、弊社グループの強みである商品企画、設計・施工、販売、管理部門が一体となったマ

ーケティング力を活かし、顧客セグメントやエリア毎の実需を的確に捉えた商品を企画・開発する

ことで、事業規模の拡大に繋げてまいります。 
 

□ 分譲マンション事業の実績および予想 

  22/9実績 21/9実績 比較増減 23/3予想 22/3実績 比較増減 

 販売戸数（契約ベース） 95戸 233戸 ▲59.2％ 225戸 338戸 ▲33.4％ 

 販売戸数（引渡ベース） 43戸 104戸 ▲58.7％ 170戸 341戸 ▲50.1％ 
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③ ウッドピタ事業の継続展開 

木質系戸建住宅向け耐震補強のウッドピタ事業では、テレビ CM や現場見学会といった多様な

プロモーション活動を通じ認知度の向上を図ると同時に、代理店制度の導入等販売システムの強化

に取り組んでまいりました。 
その結果、売上、利益とも前年同期に比べ約 3 倍となりましたが、膨大な潜在需要の顕在化、す

なわち受注の拡大スピードに課題を残しております。 
今後、この課題の解決に向けて「ウッドピタには証拠がある」というキャッチフレーズのもと、

特許や全国の多くの自治体で耐震改修補助制度の対象となる(財)日本建築防災協会の技術評価の

取得、あるいは公共施設における施工実績等、第三者からの高い評価の具体的証左を訴求ポイント

に「耐震補強効果に対するお客様の信頼度の向上」を図り、更なる事業の拡大に繋げてまいります。 
 

 
④ ゴルフ場コースの管理事業における新たな取り組み 

ゴルフ場のコース管理事業は、豊富なコース管理業務の経験とゴルフコースの設計施工で培った

技術を背景に弊社グループにおける差別化事業の一つとして位置づけており、当第 2 四半期末時点

で 19 コースの管理を受託しております。 
また今年度からは、弊社グループ会社の南信高森開発(株)が経営する高森カントリークラブをパ

イロットモデルとして「プレー品質の向上」をテーマに様々な仮説と検証を行っております。ビギ

ナーや新規来場者の方にも快適なプレー環境を提供できるコース改造や管理運営に取り組んでお

り、ビジター来場者数は前年同期比で約 30％増加いたしました。 
このように実際のゴルフ場経営を通じて得られたノウハウを活かし差別化を図り、コース改造や

管理事業の拡大に繋げてまいります。 

 
□ ゴルフ場管理事業の実績および予想 

  22/9実績 21/9実績 比較増減 23/3予想 22/3実績 比較増減 

 管理コース数 19コース 17コース 11.8％ 25コース 17コース 47.1％ 
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⑤ 高水準の利益率確保 

弊社の完成工事総利益率は 26.5％と過去最高値に達しており、営業利益率、経常利益率および純

利益率もそれぞれ 11.9％、10.9％、5.7％と前年同期に比べ 1～2 ポイント向上しております。 
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、耐震補強のピタコラム事

業をはじめ事業構造自体の差別化を進めてきた結果であり、今後とも収益性を重視した経営を進め

てまいります。 
 

□ 利益率                                    （単位：百万円） 

 22/9実績 21/9実績 比較増減 

完成工事総利益 7,783 7,173 8.5％ 

完成工事総利益率 26.5％ 21.9％ ＋4.6P 

売上高営業利益率 11.9％ 10.2％ ＋1.7P 

売上高経常利益率 10.9％ 9.4％ ＋1.5P 

売上高純利益率 5.7％ 4.7％ ＋1.0P 

 

 

⑥ 有利子負債の圧縮 

当第 2 四半期は売上債権の回収が進み、営業キャッシュフローは約 72 億円のプラスとなりまし

た。これをもとに有利子負債の更なる圧縮を進めた結果、当第 2 四半期末の有利子負債残高は前期

末に比べ約 85 億円、また実質的な有利子負債（NET 有利子負債）金額も前期末に比べ約 67 億円

減少し、財務の健全化が一層進みました。 
 
□ 資金運営の状況                             （単位：百万円） 

 22/9実績 22/3実績 比較増減 

有利子負債残高 34,494 42,984 ▲8,489 

現金預金残高 19,020 20,803 ▲1,783 

NET有利子負債 15,474 22,180 ▲6,706 

※ NET 有利子負債＝有利子負債 - 現金預金残高 
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⑦ 差別化戦略の水平展開 

弊社グループ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。 

 

 パンウォール、フィルウォール 

土木分野における差別化商品である切土補強土壁工法の「パンウォール」は全国的に展開して

いる推進体制が軌道に乗り、受注は堅調に推移しております。 
また前期商品化した新工法の盛土補強土壁工法「フィルウォール」は、低価格と短工期が評価

され短期間で実績を積み重ねており、今後も道路築造等で受注を拡大してまいります。 
 

 土壌環境事業 

改正土壌汚染対策法の施行により土壌汚染に対する規制が益々厳格化される中、弊社は建物の

計画段階から土壌汚染対策を考慮し、建設プロジェクト全体を最適化するトータルソリューショ

ンを提供しております。 
また土壌汚染対策市場において実際には、比較的低濃度かつ小規模な汚染地での処理ニーズが

高いことに着目し、既存製品に比べ施工性やコストパフォーマンスに優れた土壌改良重金属不溶

化材「ピュアソイル EX」や、設置・撤去コストの削減や工事期間の短縮を可能にするオンサイ

ト型の小型土壌洗浄プラント「ランドクリーナー」を開発いたしました。 
今後とも高い専門性を有する産学と連携し、市場の実需に応える汚染処理技術の商品化を進め、

環境対策事業の拡大を図ってまいります。 
 

 エコ改修「矢作エコマネジメント」システム 

改正省エネ法の施行を機に企業全体でのエネルギー使用量の把握とエネルギー使用効率の改善

の必要性が高まる中、弊社ではエネルギー消費量を「見える化」、「分かる化」し、独自の省エネ

技術等を活かした様々な最適な改修プランのご提案、改修工事の施工、運用維持管理までをトー

タルにサポートする「矢作エコマネジメント」システムを開発いたしました。 
このシステムは法規制対応をはじめ CSR を果たすための方策とランニングコスト削減等の経

済合理性の追求とを両立させたソリューションを提供するものであり、今後「エコ改修」という

分野において新たな収益の柱を確立すべく差別化を進めてまいります。 
 

 クールベーブ 

弊社グループ会社のヤハギ道路(株)ではクールベーブ事業を推進しております。クールベーブ

とは弊社グループが共同開発した保水性舗装技術で、保水材を混入したアスファルト舗装に貯留

された雨水が蒸発する際のいわゆる「打ち水効果」によって路面温度を下げることができます。

またこの保水材は産業副産物を再利用しており、ヒートアイランドの抑制効果と併せて環境価値

を生む商品として、道路、駐車場から公園、造成宅地等まで着実に採用実績を拡げつつあります。 

現在、発揮機能とコストの連関のもと商品ラインアップを拡充しており、幅広い分野での受注

機会の拡大を図っております。 
 

 名古屋鉄道土木工事・軌道工事 

弊社は差別化が困難な従来型の公共事業からは一線を画し、土木事業では名古屋鉄道(株)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。安全運行という鉄道事業会社

にとって最もプライオリティーが高いニーズの実現に、弊社が培ってきた施工技術は安全性と信

頼性において優位性を確立しており、今後とも安定的な収益の確保に努めてまいります。 
以 上 


