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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 12,037 △2.6 53 ― 50 ― △244 ―

22年3月期第3四半期 12,360 ― △106 ― △20 ― △282 ―

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3四半期 △3.50 ―

22年3月期第3四半期 △4.04 ―

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3四半期 22,913 9,005 39.3 128.84
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3四半期  9,005百万円 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3Q  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3Q  1,215,770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3Q  69,900,238株 22年3月期3Q  69,908,796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３四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直しなど景気は緩やかに回復し

つつある一方で、海外景気の下振れ懸念や長引く円高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、マンション等の居住用建物の建設需要は回復に向けた動きが強まっ

てきたものの、非居住用建物の建設需要は企業の設備投資に対する慎重さ等から回復に力強さはなく、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、当下期より、首都圏における提案型営業を強化するため、東京支

店を支社に格上げし、営業人員の増強や顧客業種別のプロジェクトチームを営業チームとして組織化し、受注拡大

に向けて体制面での強化を図りました。しかしながら、受注高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万

円減）、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円減）に留まりました。 

 一方、損益面につきましては、個別案件ごとの採算性の確保、販売費及び一般管理費の徹底した抑制等に継続的

に取り組んだことにより、営業利益は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常利益は 百万円（前

年同四半期は経常損失 百万円）と、当第３四半期累計期間にて黒字に転換いたしました。しかしながら、株式市

場の持ち直しにより投資有価証券評価損は縮小したものの、第２四半期会計期間に計上した退職給付制度改定損等

の特別損失により、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）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、首都圏営業強化のほか、アフターメンテナンスの推進など積極的な営

業活動を展開してまいりましたが、受注高は前年同四半期と比べ、概ね横ばいに留まり、売上高は 百万円

（前年同四半期比 ％、 百万円減）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、マンション建設需要の回復が鮮明となった中でモデルルームの需要

が高まったほか、リース部材を活用した低価格建物の販売促進の効果等もあり受注は堅調に推移し、売上高は

百万円（前年同四半期比 ％、 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 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円減）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、自走式駐車場ではマンション向け等の受注が堅調に推移し売上高は前年

同四半期を大きく上回ったものの、機械式駐車場では受注獲得競争の激化等もあり受注・売上ともに低調に推移し

た結果、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円減）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、機械式駐車場の改修工事及び収容車種の大型化・機械装置の省

エネ化等のリニューアル工事の提案など積極的に需要の喚起を図ってまいりましたが、売上高は 百万円（前

年同四半期比 ％、 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の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円減）となりまし

た。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末における資産合計は、主に売上債権の回収が進んだことにより、前事業年度末と比べ

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有利子負債の返済が進んだことにより、前事業年度末と比べ 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 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 ポイント改善し、 ％となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

11,162 98.2 209

12,037 97.4 322

53 106 50

20

244 282

4,733

97.9 101

2,954 103.2 92

7,688 99.9 9

3,137 93.1 233

1,211

93.8 79

4,349 93.3 313

1,346 22,913

874

13,907

472 9,005

0.2 39.3
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（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 百万円となり、前事業

年度末と比べ 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 ％）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（前年同四半期比 ％）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（前年同四半期は 百万円の獲得）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月期通期業績の見通しにつきましては、概ね計画通りに推移しているため、平成22年５月14日公表の

予想数値を変更しておりません。 

（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測やタックス・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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は 千円減少し、税引前四半期純損失は

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 千円であります。 

3,154

232

1,056 174.6

595 818.6

692 93

２．その他の情報

1,869 45,280

62,755
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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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,175,374 3,421,365

受取手形・完成工事未収入金 3,220,398 3,779,748

リース未収入金 2,062,265 2,831,505

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 123,150 111,948

リース支出金 798,550 740,036

商品及び製品 251,750 221,181

仕掛品 104,206 45,408

原材料及び貯蔵品 441,521 319,442

その他 274,451 228,381

貸倒引当金 △65,053 △71,791

流動資産合計 10,416,697 11,657,309

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,336,879 3,414,227

建物・構築物 6,837,435 6,099,459

機械、運搬具及び工具器具備品 3,687,755 3,720,070

土地 5,611,883 5,569,571

減価償却累計額 △9,066,084 △8,840,719

有形固定資産計 10,407,869 9,962,609

無形固定資産   

その他 76,949 93,867

無形固定資産計 76,949 93,867

投資その他の資産   

投資有価証券 1,001,198 1,526,676

出資金 9,085 9,085

破産更生債権等 352,106 410,462

その他 993,542 997,997

貸倒引当金 △343,727 △397,506

投資その他の資産計 2,012,204 2,546,714

固定資産合計 12,497,023 12,603,191

資産合計 22,913,721 24,260,501
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,299,824 3,985,078

短期借入金 3,824,796 4,839,144

1年内償還予定の社債 960,000 160,000

未払金 1,720,388 1,631,716

未払法人税等 46,647 58,175

未成工事受入金 452,824 179,944

リース前受収益 456,036 584,667

完成工事補償引当金 30,147 54,496

賞与引当金 75,000 25,000

その他 78,241 102,903

流動負債合計 10,943,908 11,621,126

固定負債   

社債 140,000 1,080,000

長期借入金 1,711,440 1,171,104

退職給付引当金 807,329 691,836

役員退職慰労引当金 110,140 113,380

訴訟損失引当金 50,000 50,000

資産除去債務 63,292 －

その他 81,735 54,987

固定負債合計 2,963,936 3,161,308

負債合計 13,907,844 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 400,662 715,027

自己株式 △123,577 △123,276

株主資本合計 9,193,147 9,507,813

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187,270 △29,747

評価・換算差額等合計 △187,270 △29,747

純資産合計 9,005,876 9,478,065

負債純資産合計 22,913,721 24,260,501
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

完成工事高 9,497,461 9,082,919

リース収益 2,862,805 2,954,926

売上高合計 12,360,266 12,037,845

売上原価   

完成工事原価 7,989,438 7,580,669

リース原価 2,266,082 2,406,578

売上原価合計 10,255,521 9,987,248

売上総利益   

完成工事総利益 1,508,022 1,502,249

リース総利益 596,722 548,347

売上総利益合計 2,104,745 2,050,597

販売費及び一般管理費 2,210,947 1,997,595

営業利益又は営業損失（△） △106,202 53,002

営業外収益   

受取利息 6,694 6,534

受取配当金 18,842 21,915

賃貸不動産収入 102,541 151,242

保険解約益 148,447 －

その他 20,702 51,829

営業外収益合計 297,227 231,521

営業外費用   

支払利息 123,682 106,446

不動産賃貸原価 67,641 94,350

その他 19,707 32,787

営業外費用合計 211,031 233,584

経常利益又は経常損失（△） △20,005 50,939

特別利益   

固定資産売却益 52 223

貸倒引当金戻入額 － 24,063

償却債権取立益 7,779 3,999

特別利益合計 7,832 28,286

特別損失   

固定資産除却損 9,593 1,226

投資有価証券評価損 147,170 41,327

ゴルフ会員権評価損 － 340

会員権評価損 3,500 －

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

訴訟損失引当金繰入額 50,000 －

特別損失合計 222,797 260,780

税引前四半期純損失（△） △234,970 △181,554

法人税等 47,366 62,908

四半期純損失（△） △282,336 △244,462
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △181,554

減価償却費 542,723 527,375

減損損失 12,533 34,597

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125,515 △60,517

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,609 115,492

賞与引当金の増減額（△は減少） － 50,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,142 △3,240

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 21,287 △24,349

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 △28,450

支払利息 123,682 106,446

投資有価証券評価損益（△は益） 147,170 41,327

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

固定資産売却損益（△は益） △52 △223

固定資産除却損 9,593 1,226

売上債権の増減額（△は増加） 2,027,899 1,328,588

破産更生債権等の増減額（△は増加） △77,749 58,355

たな卸資産の増減額（△は増加） 575,303 △281,160

仕入債務の増減額（△は減少） △1,512,466 △685,254

未成工事受入金の増減額（△は減少） 327,615 272,880

リース前受収益の増減額（△は減少） △597,884 △128,630

その他の流動資産の増減額（△は増加） △893,955 △46,336

その他投資等の増減額（△は増加） 498,551 △32,318

その他の流動負債の増減額（△は減少） △262,062 56,439

その他の固定負債の増減額（△は減少） △501 11,164

小計 856,229 1,175,610

利息及び配当金の受取額 25,536 28,450

利息の支払額 △122,912 △110,417

法人税等の支払額 △153,544 △37,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 605,308 1,056,591
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 △9,350 △6,000

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 △63,016 △1,253

有価証券の売却による収入 － 19

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 △174,973 △1,132,443

有形固定資産の売却による収入 128,178 159,667

長期貸付金の回収による収入 23,260 20,804

長期貸付けによる支出 △340 △2,680

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 △72,800 △595,913

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） 600,070 △1,229,948

長期借入れによる収入 － 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △378,600 △444,064

リース債務の返済による支出 △6,562 △8,422

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 △301

社債の償還による支出 △120,000 △140,000

配当金の支払額 △173 △70,131

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,979 △692,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 626,486 △232,191

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 3,307,780 3,154,974
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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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