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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 23,753 191.7 2,843 ― 2,928 ― 1,076 ―

23年3月期第2四半期 8,141 10.4 △36 ― △47 ― △486 ―

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

24年3月期第2四半期 15.41 15.41
23年3月期第2四半期 △6.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 32,126 10,502 32.7
23年3月期 22,946 9,490 41.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,493百万円 23年3月期  9,490百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 35,000 103.4 3,250 488.3 3,350 514.1 1,450 482.3 20.75



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料３ページ「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 71,113,168 株 23年3月期 71,113,168 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,228,524 株 23年3月期 1,218,424 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 69,888,416 株 23年3月期2Q 69,901,071 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、東日本大震災の影響で停滞していた生産活動や消費者マインドに

持ち直しの動きが見受けられたものの、電力供給不足や長引く円高など懸念すべき問題も多く、景気の先行きは不

透明な状況が続きました。また、建設市場におきましてもこれらの影響を受け、企業の設備投資に対する慎重さが

一層増すなど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、応急仮設住宅の早期建設に加え、仮設校舎等の公共施設や工場・

倉庫・店舗・事務所の事業用施設の需要に対しても被災地の一日も早い復興の観点から全社一丸となって取り組ん

でまいりました。一方で、経営環境の更なる変化に迅速に対応し得る事業基盤の早期確立に向けて、中期経営計画

の重点施策の一つである「経営資源の効率的な活用」のため固定資産の在り方についての検討を推し進めてまいり

ました。 

以上の取り組みにより、当第２四半期累計期間における応急仮設住宅の受注戸数 戸は、その概ねが売上計

上となり当第２四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円増）、営業利益

は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）及び経常利益は 百万円（前年同四半期は経常損失 百万

円）となりました。また、固定資産について、コア事業への経営資源の集中の観点から、賃貸等不動産の売却方針

の決定、リース用建物の資産効率の向上に向けた今後の部材の規格統一化に伴い、減損損失 百万円を特別損

失に計上いたしました。これらの結果、四半期純利益は 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及びプレハブ建築リース事業） 

プレハブ建築事業につきましては、応急仮設住宅の建設を最優先に取り組んだ結果、同販売事業の売上高は

百万円（前年同四半期比 ％、 百万円増）、同リース事業の売上高は 百万円（前年同四半期

比 ％、 百万円増）となり、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 ％、

百万円増）となりました。 

（立体駐車場販売事業及び立体駐車場メンテナンス事業） 

プレハブ建築事業での応急仮設住宅の早期建設を全社あげての最優先課題としたため、立体駐車場販売事業の売

上高は 百万円（前年同四半期比 ％、 百万円減）に留まりました。なお、現状において、当下期、来期

以降を念頭におき、営業、生産は震災以前の体制に戻しつつあります。 

一方、同メンテナンス事業につきましては、立体駐車場の復旧工事の対応が概ね完了する一方、定期点検、リニ

ューアル工事の拡充に継続的に取り組んだ結果、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、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２四半期会計期間末における財政状態につきましては、応急仮設住宅の建設に取り組んだ結果、現金預金の

増加等により資産合計は前事業年度末と比べ 百万円増加の 百万円となりました。また、支払手形・工

事未払金等の増加等により負債合計は前事業年度末と比べ 百万円増加の 百万円となりました。 

純資産合計につきましては、主に四半期純利益の計上により、前事業年度末と比べ 百万円増加の 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 ポイント減少し ％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、前事業年度末と比べ

百万円増加し 百万円となりました。 

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（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。これは、主に東

日本大震災に伴う応急仮設住宅の建設に係る仕入債務等の支払いに比べ、売上債権の回収が進んだことによるもの

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 ％）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。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年10月13日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、東日本大震災に伴う応急

仮設住宅及びその復興需要に向けた対応を勘案し、平成24年３月期の通期業績見通しを上方修正しております。 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

7,199

9,634

9,459 527

586 112.1

1,672 258.0

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,458,306 9,661,514

受取手形・完成工事未収入金 3,638,592 5,675,629

リース未収入金 2,553,608 2,749,525

販売用不動産 30,082 6,160

未成工事支出金 91,451 542,490

リース支出金 671,350 1,425,923

商品及び製品 221,537 324,102

仕掛品 109,368 72,184

原材料及び貯蔵品 565,462 564,049

その他 305,544 256,762

貸倒引当金 △64,287 △80,314

流動資産合計 10,581,016 21,198,029

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,287,137 2,643,728

建物・構築物 6,837,435 6,417,921

機械、運搬具及び工具器具備品 3,686,550 3,682,506

土地 5,610,467 4,982,875

減価償却累計額 △9,114,122 △9,041,335

有形固定資産合計 10,307,469 8,685,696

無形固定資産   

その他 72,601 71,449

無形固定資産合計 72,601 71,449

投資その他の資産   

投資有価証券 976,955 970,961

出資金 9,085 9,085

破産更生債権等 350,660 343,225

その他 991,437 1,186,962

貸倒引当金 △342,781 △339,260

投資その他の資産合計 1,985,356 2,170,975

固定資産合計 12,365,427 10,928,121

資産合計 22,946,443 32,126,151



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,992,861 9,176,163

短期借入金 2,757,896 1,617,696

1年内償還予定の社債 960,000 900,000

未払金 1,450,413 3,538,207

未払法人税等 64,035 40,996

未成工事受入金 181,744 655,001

リース前受収益 491,551 1,770,733

完成工事補償引当金 55,202 438,194

賞与引当金 75,000 328,500

その他 86,421 136,219

流動負債合計 10,115,126 18,601,712

固定負債   

社債 120,000 100,000

長期借入金 2,127,408 1,721,810

長期未払金 － 83,480

退職給付引当金 807,003 823,454

役員退職慰労引当金 112,950 －

訴訟損失引当金 50,000 172,878

資産除去債務 63,470 63,578

その他 60,292 57,196

固定負債合計 3,341,124 3,022,398

負債合計 13,456,250 21,624,110

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 894,138 1,901,119

自己株式 △123,934 △125,629

株主資本合計 9,686,266 10,691,552

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △196,073 △198,199

評価・換算差額等合計 △196,073 △198,199

新株予約権 － 8,687

純資産合計 9,490,193 10,502,040

負債純資産合計 22,946,443 32,126,151



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

完成工事高 6,236,658 15,836,520

リース収益 1,905,204 7,916,823

売上高合計 8,141,862 23,753,343

売上原価   

完成工事原価 5,312,297 13,243,554

リース原価 1,544,110 6,274,509

売上原価合計 6,856,408 19,518,063

売上総利益   

完成工事総利益 924,360 2,592,966

リース総利益 361,093 1,642,313

売上総利益合計 1,285,454 4,235,280

販売費及び一般管理費 1,321,996 1,391,617

営業利益又は営業損失（△） △36,541 2,843,662

営業外収益   

受取利息 4,707 1,655

受取配当金 15,992 16,815

賃貸不動産収入 97,172 101,656

受取保険金 2,537 83,368

その他 29,237 18,749

営業外収益合計 149,646 222,244

営業外費用   

支払利息 72,292 52,431

不動産賃貸原価 60,954 64,294

その他 27,582 20,564

営業外費用合計 160,828 137,291

経常利益又は経常損失（△） △47,723 2,928,615

特別利益   

貸倒引当金戻入額 32,297 －

償却債権取立益 2,893 －

特別利益合計 35,191 －

特別損失   

固定資産除却損 1,226 127

固定資産売却損 － 160,823

投資有価証券評価損 204,476 4,468

ゴルフ会員権評価損 340 －

減損損失 34,597 1,538,369

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 － 122,878

特別損失合計 423,929 1,826,668

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △436,461 1,101,947

法人税等 50,387 25,071

四半期純利益又は四半期純損失（△） △486,849 1,076,876



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△436,461 1,101,947

減価償却費 351,685 326,950

減損損失 34,597 1,538,369

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44,402 12,504

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129,128 16,451

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 253,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,960 △112,950

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △14,813 382,992

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 122,878

受取利息及び受取配当金 △20,699 △18,471

支払利息 72,292 52,431

投資有価証券評価損益（△は益） 204,476 4,468

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） － 160,823

固定資産除却損 1,226 127

売上債権の増減額（△は増加） 1,314,042 △2,232,954

破産更生債権等の増減額（△は増加） 20,624 7,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,579 △1,245,658

仕入債務の増減額（△は減少） △466,922 5,183,302

未成工事受入金の増減額（△は減少） 106,799 473,257

リース前受収益の増減額（△は減少） △221,576 1,279,182

その他の流動資産の増減額（△は増加） △77,183 42,035

その他投資等の増減額（△は増加） △29,827 △7,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） △81,316 2,108,158

その他の固定負債の増減額（△は減少） 10,806 82,291

新株予約権の増減額（△は減少） － 8,687

小計 620,686 9,539,943

利息及び配当金の受取額 20,699 18,471

利息の支払額 △76,637 △48,400

法人税等の支払額 △37,052 △50,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 527,696 9,459,264



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 △4,400 △216,300

定期預金の払戻による収入 19,800 13,000

有価証券の取得による支出 △902 △601

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 △1,004,685 △571,313

有形固定資産の売却による収入 106,775 173,654

長期貸付金の回収による収入 15,495 15,704

長期貸付けによる支出 △1,800 △1,000

子会社の清算による収入 7,669 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △523,544 △586,855

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） △979,948 △1,010,000

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 △312,598 △535,798

リース債務の返済による支出 △5,592 △6,149

自己株式の取得による支出 △183 △1,695

社債の償還による支出 △80,000 △80,000

配当金の支払額 △69,994 △38,856

財務活動によるキャッシュ・フロー △648,316 △1,672,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644,165 7,199,908

現金及び現金同等物の期首残高 3,387,165 2,434,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,743,000 9,634,114



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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