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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 17,204 △6.3 552 40.2 545 14.2 249 2.5
22年3月期 18,367 △20.1 394 ― 477 ― 242 △31.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 3.56 ― 2.6 2.3 3.2
22年3月期 3.47 ― 2.6 1.9 2.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 22,946 9,490 41.4 135.78
22年3月期 24,260 9,478 39.1 135.59

（参考） 自己資本   23年3月期  9,490百万円 22年3月期  9,478百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 1,061 △646 △1,367 2,434
22年3月期 1,364 △94 △564 3,387

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 69 28.8 0.8
23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 69 28.1 0.7

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 32.3

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 18,000 121.1 700 ― 650 ― 300 ― 4.29
通期 28,000 62.7 1,100 99.1 1,000 83.3 650 161.0 9.30



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 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） 23年3月期 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 1,218,424 株 22年3月期 1,210,492 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 69,899,191 株 22年3月期 69,907,431 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監
査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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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(1）経営成績に関する分析 

 このたびの東日本大震災により被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い

復興を心よりお祈り申し上げます。 

 当社といたしましては、現在、仮設住宅の建設を最優先に全社員一丸となって取り組んでおり、今後も事業活動

を通じ、被災地の一日も早い復興へ向け最大限に貢献してまいります。 

① 当期の経営成績 

 当事業年度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緩やかながらも景気の回復が見受

けられたものの、長引く円高や厳しい雇用環境など先行き不透明な状況が続きました。また、建設市場におきまし

ても、マンション等の居住用建物の建設需要は回復基調が強まったものの、非居住用建物の建設需要は設備投資に

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経営環境が続きました。 

 このような状況のなか当社といたしましては、東京支社において営業人員の増強や顧客業種別の営業体制の構築

など情報が集中する首都圏での営業力を強化したほか、全国に店舗展開する企業等に向けて積極的に法人営業を展

開した結果、受注高は15,668百万円（前年同期比107.0％、1,023百万円増）となりました。しかしながら、工期の

関係等の影響もあり、売上高は17,204百万円（前年同期比93.7％、1,162百万円減）となりました。 

 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など継続的

に取り組んだ結果、営業利益は552百万円（前年同期比140.2％、158百万円増）、経常利益は545百万円（前年同期

比114.2％、67百万円増）及び当期純利益は249百万円（前年同期比102.5％、６百万円増）とそれぞれ増益となり

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、事務所向けが受注・売上ともに堅調に推移いたしましたが、システム

建築「日成Ｖスパン」が伸び悩んだ結果、売上高は6,869百万円（前年同期比96.8％、229百万円減）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強まったこともありモデルルームが堅

調に推移したほか、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売上高は4,458百万円（前年同期

比104.4％、188百万円増）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11,327百万円（前年同期比99.6％、40百万円減）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の受注が堅調に推移し売上高は前年同

期を上回ったものの、機械式駐車場では受注獲得競争の激化等の影響もあり受注獲得に苦戦した結果、売上高は

4,178百万円（前年同期比79.2％、1,098百万円減）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、収容車種の大型化及び省エネ化等の

リニューアル工事が堅調に推移いたしましたが、売上高は1,699百万円（前年同期比98.6％、23百万円減）に留ま

りました。 

 これらの結果、立体駐車場事業全体での売上高は5,877百万円（前年同期比84.0％、1,121百万円減）となりまし

た。  

② 次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響による経済的損失は大きく、景気の先行きは厳しいものと思

われます。 

 このような状況のなか当社といたしましては、まずは仮設住宅の早期建設を当社の使命として受け止め、全社あ

げての最優先課題として捉え対応してまいります。一方で、当期より取り組んでいる競争力の強化、開発力の強化

及び経営資源の効率的な活用等の中期経営計画の重点施策を推し進め、より強固な事業基盤を構築してまいりま

す。 

 なお、次期の業績見通しにつきましては、不確定要素が多く見通しづらい状況ではありますが、売上高28,000百

万円（プレハブ建築事業全体23,650百万円、立体駐車場事業全体4,350百万円）、営業利益1,100百万円、経常利益

1,000百万円、当期純利益650百万円を見込んでおります。  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産合計は、前事業年度末と比べ1,314百万円減少し、22,946百万円となりました。これは、主

に売上債権の回収促進による完成工事未収入金、リース未収入金の減少や株式市場の低迷による投資有価証券の減

少によるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末と比べ1,326百万円減少し、13,456百万円となりました。これは、主に銀行借入金の

返済によるものであります。 

 純資産合計は、当期純利益249百万円を計上したことにより、前事業年度末と比べ12百万円増加し9,490百万円と

なりました。 

 これらの結果、自己資本比率は41.4％となりました。  

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,434百万円となり、前事業年度末と比

べ952百万円減少いたしました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,061百万円（前年同期比77.8％）となりました。これは、主に売上債権の回収

促進によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は646百万円（前年同期比685.6％）となりました。これは、主にリース用建物部材

の新規投入や賃貸用駐車場の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は1,367百万円（前年同期比242.3％）となりました。これは、主に銀行借入金の返

済によるものであります。  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．第４９期までは連結ベース、第５０期より単体ベースの財務数値により計算しております。  

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．有利子負債は連結貸借対照表及び貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて

の負債を対象としております。 

４．第４８期につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。  

  
第４７期 

平成19年３月期

第４８期 

平成20年３月期

第４９期 

平成21年３月期

第５０期 

平成22年３月期 

第５１期 

平成23年３月期

自己資本比率（％）    36.6    34.2    33.8    39.1    41.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
   40.7    21.2    9.1    18.4    53.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
   2.8    －    5.6    5.3    5.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
   14.6    －    8.7    8.3    7.6
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、財務状況や将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、安定した配当を継続して実施することを基本方針と

しております。また、内部留保資金につきましては、事業の拡大を図るための有効投資に備え、将来の利益還元に資

するために活用してまいりたいと考えております。 

 当期の１株当たり配当金は、当初予定のとおり、期末配当１円（中間配当０円）とさせていただく予定でありま

す。 

 また、次期の１株当たり配当金につきましては、２円増額し、期末配当３円（中間配当０円）を予定しておりま

す。 
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 当事業年度末における当社グループ（当社及び関係会社）は、当社及び子会社１社により構成されており、プレハブ

建築事業と立体駐車場事業を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 なお、子会社㈱エム・シー・シーは、当社に対し各種保険の代理店業務等を行っております。 

  

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況

プレハブ建築事業 ：  当社がプレハブ建築工事の請け負い及びプレハブ建物等のリースを行っております。 

立体駐車場事業 ：  当社が立体駐車場工事の請け負い及び機械式立体駐車場のメンテナンス業務を行ってお

ります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、お客様や株主・投資家の皆様、お取引先、そして社員などあらゆるステークホルダーに対して、誠実で責

任のある行動を心掛け、信頼される企業として成長していくことを会社の経営方針とし、次の経営理念を実践してま

いります。 

■ 素直に思ったことを、率直に話し合い、正直に行動し信頼関係を築こう。 

■ 随所作主の精神で、社員一人ひとりが経営に参加する全員経営の意識を持とう。 

■ 社会貢献の出来るサービスを提供し、顧客満足度の向上を目指そう。 

■ 市場の変化に迅速かつ的確に対応し、常に企業価値を高める企業体質を目指そう。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、安定した経営基盤の確立を目指しており、収益性、資本効率性及び財務健全性の観点から総合的に勘案し

ＲＯＥを経営指標として設定しております。 

 なお、中期経営計画（平成22年度～平成24年度）の最終年度である平成24年度においてはＲＯＥ５％以上の達成を

目標としており、当事業年度のＲＯＥは2.6％となりました。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 建設市場におきましては、景気は緩やかながらも回復の兆しが見受けられるものの、民間設備投資には力強さはな

く、受注獲得競争の激化や原材料価格の高騰懸念など依然として厳しい状況が継続しております。 

 当社は、現在の経営環境及び当社の現状等の十分な認識のもと、平成22年度を初年度とする３ヵ年の中期経営計画

（平成22年度～平成24年度）を策定し、更なる経営環境の変化にも対応し得る事業基盤を早期に確立してまいりま

す。 

 「攻め」、「守り」、「機動力」をテーマとした基本戦略を柱に、経営の効率化等の施策により「守り」を堅固に

しながらも、競争力の強化等の施策により「攻め」る姿勢を貫き、両施策の両立のもと利益の拡大を図ってまいりま

す。また、強い組織づくりのための人材育成の強化、営業・生産・施工・技術の各業務プロセスの有機的な連携とス

ピード化を図ることにより「機動力」を高め、環境の変化にスピード感をもって対応してまいります。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,421,365 2,458,306

受取手形 1,440,320 1,436,574

完成工事未収入金 2,339,427 2,202,017

リース未収入金 2,831,505 2,553,608

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 111,948 91,451

リース支出金 740,036 671,350

商品及び製品 221,181 221,537

仕掛品 45,408 109,368

原材料及び貯蔵品 319,442 565,462

前払費用 30,292 23,657

その他流動資産 198,089 281,886

貸倒引当金 △71,791 △64,287

流動資産合計 11,657,309 10,581,016

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,414,227 3,287,137

減価償却累計額 △1,381,252 △1,460,305

リース用建物（純額） 2,032,974 1,826,832

建物 5,317,444 6,054,900

減価償却累計額 △3,515,530 △3,650,449

建物（純額） 1,801,914 2,404,450

構築物 782,014 782,535

減価償却累計額 △716,978 △731,055

構築物（純額） 65,036 51,480

機械及び装置 3,407,413 3,397,011

減価償却累計額 △2,969,548 △3,030,333

機械及び装置（純額） 437,864 366,678

車両運搬具 148,268 128,745

減価償却累計額 △145,301 △127,456

車両運搬具（純額） 2,966 1,288

工具器具・備品 164,389 160,793

減価償却累計額 △112,108 △114,521

工具器具・備品（純額） 52,280 46,271

土地 5,569,571 5,610,467

有形固定資産合計 9,962,609 10,307,469

無形固定資産   

借地権 1,250 1,250

ソフトウエア 50,826 29,560

その他無形固定資産 41,791 41,791

無形固定資産合計 93,867 72,601
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,526,676 976,955

関係会社株式 27,692 20,000

出資金 9,085 9,085

長期貸付金 124,999 97,698

破産更生債権等 410,462 350,660

長期前払費用 8,037 21,294

事業保険金 705,167 729,441

その他投資等 132,099 123,002

貸倒引当金 △397,506 △342,781

投資その他の資産合計 2,546,714 1,985,356

固定資産合計 12,603,191 12,365,427

資産合計 24,260,501 22,946,443

負債の部   

流動負債   

支払手形 391,780 295,230

工事未払金 2,159,160 2,362,272

リース工事未払金 1,434,138 1,335,358

短期借入金 4,839,144 2,757,896

1年内償還予定の社債 160,000 960,000

リース債務 11,276 11,645

未払金 1,631,716 1,450,413

未払法人税等 58,175 64,035

未払費用 58,199 54,996

未成工事受入金 179,944 181,744

預り金 23,808 19,581

リース前受収益 584,667 491,551

完成工事補償引当金 54,496 55,202

賞与引当金 25,000 75,000

その他流動負債 9,618 198

流動負債合計 11,621,126 10,115,126

固定負債   

社債 1,080,000 120,000

長期借入金 1,171,104 2,127,408

リース債務 37,417 25,771

繰延税金負債 － 7,026

退職給付引当金 691,836 807,003

役員退職慰労引当金 113,380 112,950

資産除去債務 － 63,470

訴訟損失引当金 50,000 50,000

その他固定負債 17,570 27,493

固定負債合計 3,161,308 3,341,124

負債合計 14,782,435 13,456,250
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金   

資本準備金 997,921 997,921

その他資本剰余金 916,062 916,062

資本剰余金合計 1,913,983 1,913,983

利益剰余金   

利益準備金 21,190 28,180

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 693,837 865,958

利益剰余金合計 715,027 894,138

自己株式 △123,276 △123,934

株主資本合計 9,507,813 9,686,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,747 △196,073

評価・換算差額等合計 △29,747 △196,073

純資産合計 9,478,065 9,490,193

負債純資産合計 24,260,501 22,946,443
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

完成工事高 14,097,981 12,746,595

リース収益 4,269,338 4,458,093

売上高合計 18,367,320 17,204,688

売上原価   

完成工事原価 11,697,922 10,465,364

リース原価 3,363,517 3,590,353

売上原価合計 15,061,439 14,055,718

売上総利益   

完成工事総利益 2,400,059 2,281,230

リース総利益 905,821 867,739

売上総利益合計 3,305,880 3,148,970

販売費及び一般管理費   

役員報酬 100,920 94,440

従業員給料手当 1,107,656 1,067,178

退職給付費用 84,898 87,138

賞与引当金繰入額 14,750 45,703

役員退職慰労引当金繰入額 10,900 11,100

法定福利費 170,185 164,910

福利厚生費 21,757 4,422

修繕維持費 20,790 9,204

事務用品費 89,260 83,891

通信交通費 203,021 204,842

動力用水光熱費 23,035 22,096

広告宣伝費 31,943 20,082

貸倒引当金繰入額 172,235 －

交際費 13,754 18,083

寄付金 1,051 201

地代家賃 280,633 265,513

減価償却費 52,043 51,801

租税公課 71,110 70,017

保険料 33,912 28,653

雑費 407,910 347,224

販売費及び一般管理費合計 2,911,771 2,596,507

営業利益 394,109 552,462
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 5,493 4,264

受取配当金 31,283 22,065

有価証券売却益 － 4,033

賃貸不動産収入 140,068 203,651

保険金収入 18,054 －

保険解約益 148,447 －

仕入割引 3,175 4,145

雑収入 20,722 62,168

営業外収益合計 367,244 300,328

営業外費用   

支払利息 147,291 121,391

社債利息 18,002 18,012

賃貸不動産原価 89,450 129,994

雑支出 28,845 37,894

営業外費用合計 283,590 307,293

経常利益 477,764 545,498

特別利益   

固定資産売却益 52 6,463

貸倒引当金戻入額 － 24,923

償却債権取立益 9,135 4,817

特別利益合計 9,188 36,205

特別損失   

固定資産除却損 10,448 1,228

投資有価証券評価損 110,544 55,099

関係会社株式評価損 5,307 －

ゴルフ会員権評価損 145 660

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 192,479 274,875

税引前当期純利益 294,473 306,828

法人税、住民税及び事業税 51,606 50,787

法人税等調整額 － 7,026

法人税等合計 51,606 57,814

当期純利益 242,866 249,013
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,002,078 7,002,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,002,078 7,002,078

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 997,921 997,921

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 997,921 997,921

その他資本剰余金   

前期末残高 916,310 916,062

当期変動額   

自己株式の処分 △248 －

当期変動額合計 △248 －

当期末残高 916,062 916,062

資本剰余金合計   

前期末残高 1,914,232 1,913,983

当期変動額   

自己株式の処分 △248 －

当期変動額合計 △248 －

当期末残高 1,913,983 1,913,983

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 21,190 21,190

当期変動額   

剰余金の配当 － 6,990

当期変動額合計 － 6,990

当期末残高 21,190 28,180

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 450,970 693,837

当期変動額   

剰余金の配当 － △76,892

当期純利益 242,866 249,013

当期変動額合計 242,866 172,121

当期末残高 693,837 865,958
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 472,160 715,027

当期変動額   

剰余金の配当 － △69,902

当期純利益 242,866 249,013

当期変動額合計 242,866 179,111

当期末残高 715,027 894,138

自己株式   

前期末残高 △122,766 △123,276

当期変動額   

自己株式の取得 △1,214 △658

自己株式の処分 705 －

当期変動額合計 △509 △658

当期末残高 △123,276 △123,934

株主資本合計   

前期末残高 9,265,704 9,507,813

当期変動額   

剰余金の配当 － △69,902

当期純利益 242,866 249,013

自己株式の取得 △1,214 △658

自己株式の処分 457 －

当期変動額合計 242,109 178,452

当期末残高 9,507,813 9,686,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △128,042 △29,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98,294 △166,325

当期変動額合計 98,294 △166,325

当期末残高 △29,747 △196,073

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △128,042 △29,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98,294 △166,325

当期変動額合計 98,294 △166,325

当期末残高 △29,747 △196,073
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 9,137,662 9,478,065

当期変動額   

剰余金の配当 － △69,902

当期純利益 242,866 249,013

自己株式の取得 △1,214 △658

自己株式の処分 457 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98,294 △166,325

当期変動額合計 340,403 12,127

当期末残高 9,478,065 9,490,193
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 294,473 306,828

減価償却費 720,142 700,485

減損損失 12,533 34,597

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,104 △62,228

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,774 115,166

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,000 50,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,900 △430

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 49,391 705

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 △36,776 △26,330

支払利息 147,291 121,391

社債利息 18,002 18,012

有価証券売却損益（△は益） － △4,033

投資有価証券評価損益（△は益） 110,544 55,099

関係会社株式評価損 5,307 －

会員権評価損 3,500 －

ゴルフ会員権評価損 145 660

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 △6,463

固定資産除却損 10,448 1,228

売上債権の増減額（△は増加） 1,248,797 419,052

破産更生債権等の増減額（△は増加） 88,159 59,801

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,500,454 △221,152

仕入債務の増減額（△は減少） △1,574,082 7,782

未成工事受入金の増減額（△は減少） △189,560 1,799

リース前受収益の増減額（△は減少） △389,128 △93,115

その他 △430,339 △310,189

小計 1,645,271 1,212,078

利息及び配当金の受取額 36,776 26,330

利息の支払額 △163,967 △140,344

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 1,364,536 1,061,012
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３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 △13,200 △9,700

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 △63,466 △1,553

有価証券の売却による収入 － 6,021

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 △266,935 △1,272,006

有形固定資産の売却による収入 195,279 237,106

長期貸付けによる支出 △340 △3,799

長期貸付金の回収による収入 30,875 31,099

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 △94,347 △646,859

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） △1,099,929 △2,829,948

長期借入れによる収入 1,000,000 2,400,000

長期借入金の返済による支出 △529,600 △694,996

自己株式の売却による収入 457 －

自己株式の取得による支出 △1,214 △658

社債の発行による収入 195,482 －

社債の償還による支出 △120,000 △160,000

リース債務の返済による支出 △9,325 △11,276

配当金の支払額 △188 △70,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △564,317 △1,367,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,871 △952,959

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期末残高 3,387,165 2,434,206
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 該当事項はない。 

    前事業年度（自平成21年４月１日 至平成23年３月31日） 

    該当事項はない。 

  

    当事業年度（自平成22年４月31日 至平成23年３月31日） 

    該当事項はない。  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針の変更

会計処理の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当事業年度より、「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）を適用している。 

これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益は

千円減少し、税引前当期純利益は 千円減少してい

る。 

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 千円である。  

2,492

45,903

62,755

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（損益計算書関係） 

「保険解約益」は、前事業年度まで営業外収益の「雑収

入」に含めて表示していたが、当事業年度において、営業

外収益の合計額の100分の10を超えたため区分掲記してい

る。 

なお、前事業年度の営業外収益の「雑収入」に含まれる

「保険解約益」は、16,323千円である。 

―――――――― 

  

（７）財務諸表に関する注記事項

（持分法投資損益等）
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当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）                         

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 

当社は、本社にプレハブ建物の販売・リース及び立体駐車場の販売を統括する営業本部並びに立体駐車場のメン

テナンスを統括するメンテナンス本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立

案し、事業活動を展開している。  

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「プレハブ建

築販売事業」、「プレハブ建築リース事業」、「立体駐車場販売事業」、「立体駐車場メンテナンス事業」の４

つを報告セグメントとしている。  

「プレハブ建築販売事業」はプレハブ建物の工事を請け負い、「プレハブ建築リース事業」はプレハブ建物のリ

ース及びその工事を請け負っている。また、「立体駐車場販売事業」は機械式及び自走式の立体駐車場の工事を

請け負い、「立体駐車場メンテナンス事業」は機械式立体駐車場の点検・修理のサービス及び改修工事を請け負

っている。  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一である。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）                   

  （単位：千円）

（注）セグメント利益の「調整額」の区分は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費である。 

   セグメント資産の「調整額」の区分は、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれている。  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

  

  

報告セグメント

調整額 
（注） 

合計プレハブ
建築販売 

プレハブ
建築 
リース 

立体
駐車場 
販売  

立体
駐車場 
メンテ 
ナンス 

計

売上高  7,098,961 4,269,338 5,276,298 1,722,723  18,367,320  － 18,367,320

セグメント利益又は 

損失（△）  
 169,034 534,819 418,573 519,741  1,642,167  △1,248,058 394,109

セグメント資産  6,110,809 7,134,535 1,853,733 146,198  15,245,276  9,015,224 24,260,501

その他の項目               

減価償却費  120,338 474,393 23,707 1,316  619,755  100,387 720,142

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 8,182 242,270 4,279 1,508  256,240  44,132 300,372
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   当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）セグメント利益の「調整額」の区分は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費である。 

   セグメント資産の「調整額」の区分は、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれている。  

 （千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、一般管理費である。 

  

 （千円）

（注）全社資産は、報告セグメントに帰属しない主に本社有形固定資産である。 

  

 （千円）

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産にかかるものである。 

  

  

報告セグメント

調整額 
（注）  

合計プレハブ
建築販売 

プレハブ
建築 
リース 

立体
駐車場 
販売  

立体
駐車場 
メンテ 
ナンス 

計

売上高  6,869,375 4,458,094 4,178,114 1,699,105  17,204,688  － 17,204,688

セグメント利益又は 

損失（△）  
 354,265 399,383 350,825 470,634  1,575,107  △1,022,645 552,462

セグメント資産  5,988,670 6,689,000 1,884,828 175,406  14,737,906  8,208,537 22,946,443

その他の項目               

減価償却費  110,476 463,115 21,946 1,419  596,956  103,528 700,485

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 11,186 463,315 1,819 1,524  477,846  736,624 1,214,471

４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益 前事業年度 当事業年度 

報告セグメント計   1,642,167   1,575,107

全社費用（注）   △1,248,058   △1,022,645

財務諸表の営業利益   394,109   552,462

資産 前事業年度 当事業年度 

報告セグメント計   15,245,276   14,737,906

全社資産（注）   9,015,224   8,208,537

財務諸表の資産合計   24,260,501   22,946,443

その他の項目  
報告セグメント計  調整額 財務諸表計上額 

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 

減価償却費    619,755   596,956   100,387   103,528   720,142   700,485

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額  
  256,240   477,846   44,132   736,624   300,372   1,214,471
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当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略している。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はない。  

  

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はない。  

３. 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はない。 

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）「全社」の区分は、各報告セグメントに配分していない全社資産にかかるものである。 

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

    該当事項はない。  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

    該当事項はない。  

  

（追加情報） 

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用している。   

【関連情報】

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  
プレハブ 

建築販売  

プレハブ 

建築リース

立体駐車場 

販売  

立体駐車場 

メンテナンス

全社 

（注）  
合計 

減損損失  － － － －  34,597 34,597

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

     該当事項はない。 

（１株当たり情報）

  
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 135 59 円 銭 135 78

１株当たり当期純利益 円 銭  3 47 円 銭  3 56

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

  
前事業年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  242,866  249,013

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  242,866  249,013

期中平均株式数（千株）  69,907  69,899

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動（平成23年６月28日付） 

 退任予定取締役 

  専務取締役   七 高 一 男 （特別顧問 就任予定） 

  

 昇任取締役候補 

  常務取締役   森 岡 直 樹 （現 取締役メンテナンス本部長） 

  

 社外取締役候補 

  菊 地 潤 也 （現 菊地公認会計士事務所代表、㈱ウィン・コンサルティング代表取締役社長、 

             税理士法人ウィン代表社員、㈱日本エスコン社外取締役、当社非常勤取締役）  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

  当社の生産品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、複数のセグメントにまたがる製品が多

く、セグメントごとに生産実績を示すことは困難なため、当事業年度の工場生産実績を示すと、次のとおりであり

ます。 

（注）１．上記の金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当事業年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（注）１．立体駐車場メンテナンス事業は、定期点検等を除く工事に係る受注についてのみ記載しております。 

２．前事業年度以前に受注した工事において、契約の変更等により請負金額の増減がある場合は、当事業年度

の受注高にその増減額を含めております。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

③ 販売実績 

 当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

５．その他

  

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）  

前年同期比（％） 

工場生産実績（百万円）  4,165  95.4

セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 

前年同期比 

（％） 

受注残高 

（百万円） 

前年同期比 

（％） 

プレハブ建築販売事業  6,672  98.4  1,549  88.7

プレハブ建築リース事業  4,813  118.2  2,062  120.8

立体駐車場販売事業  3,391  109.9  3,218  80.4

立体駐車場メンテナンス事業  790    112.5    179    342.6

合  計  15,668    107.0    7,009    93.3

セグメントの名称 

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）  

前年同期比 

（％） 

プレハブ建築販売事業（百万円）  6,869  96.8

プレハブ建築リース事業（百万円）  4,458  104.4

立体駐車場販売事業（百万円）  4,178  79.2

立体駐車場メンテナンス事業（百万円）  1,699  98.6

合  計  17,204  93.7
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