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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 41,879 143.4 6,333 ― 6,436 ― 2,196 782.1
23年3月期 17,204 △6.3 552 40.2 545 14.2 249 2.5

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 ％ ％ ％

24年3月期 31.43 31.41 20.6 24.2 15.1
23年3月期 3.56 ― 2.6 2.3 3.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 30,335 11,819 38.9 169.01
23年3月期 22,946 9,490 41.4 135.78

（参考） 自己資本   24年3月期  11,810百万円 23年3月期  9,490百万円

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

24年3月期 10,368 235 △1,678 11,359
23年3月期 1,061 △646 △1,367 2,434

2.  配当の状況 

（注） 24年３月期期末配当金の内訳 特別配当 ４円00銭 

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 69 28.1 0.7
24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 489 22.3 4.6

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 34.9

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,500 △55.8 320 △88.7 320 △89.1 150 △86.1 2.15
通期 24,000 △42.7 1,000 △84.2 1,000 △84.5 600 △72.7 8.59



※  注記事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,231,552 株 23年3月期 1,218,424 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 69,885,774 株 23年3月期 69,899,191 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 

① 当期の経営成績 

当事業年度における我が国経済は、東日本大震災の影響により停滞していた経済活動も持ち直しの動きが見受け

られたものの、長引く円高や海外景気の下振れ懸念など不安材料も多く、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、被災地の一日も早い復旧・復興に向けて応急仮設住宅、仮設校

舎・仮設庁舎等の公共施設及び店舗・事務所等の事業用施設の建設に使命感をもって取り組んでまいりました。一

方、経営資源の効率的な活用の観点からリース用建物部材、生産・物流拠点及び賃貸不動産等の資産の在り方につ

いて検討し、強固な事業基盤の構築を推し進めてまいりました。 

以上の取り組みにより、当事業年度の売上高は 百万円（前年同期比 ％、 百万円増）、営業利

益は 百万円（前年同期は営業利益 百万円）及び経常利益は 百万円（前年同期は経常利益 百万円）

となりました。一方、リース用建物部材の規格統一化により 百万円、生産・物流の合理化のための拠点の統

廃合により 百万円及び賃貸等不動産の売却方針により 百万円の減損損失等を特別損失に計上した結果、当期

純利益は 百万円（前年同期比 ％、 百万円増）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、被災地の復旧・復興需要への対応を 優先に取り組んだ結果、同販売事業の

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

期比 ％、 百万円増）となり、同事業全体の売上高は 百万円（前年同期比 ％、 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） 

立体駐車場販売事業につきましては、全社あげての応急仮設住宅の建設対応の影響もあり、売上高は 百万

円（前年同期比 ％、 百万円減）に留まりました。 

一方、同メンテナンス事業につきましては、新規顧客開拓やリニューアル工事等の提案型営業を推進した結果、

売上高は 百万円（前年同期比 ％、 百万円増）となり、同事業全体の売上高は 百万円（前年同期

比 ％、 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、政策効果等を背景に景気の持ち直しが期待される一方、原油価格の高止まりや電

力供給不足の懸念など景気を下押しするリスクも多く、予断を許さない経営環境が続くものと思われます。 

このような状況のなか当社といたしましては、引き続き被災地の復旧・復興に向けた取り組みを 優先課題と捉

え、事業活動を通じて社会貢献してまいります。一方、現中期経営計画の 終年度を迎え、首都圏での受注増大、

Ｍ＆Ａも視野に入れたコア事業の拡大と駐車場管理・運営ビジネス等への進出、中国をはじめとした海外展開の基

盤づくりなど成長戦略を具現化すべく、積極果敢に挑んでまいります。 

 なお、次期の業績見通しにつきましては、売上高 百万円（プレハブ建築事業全体 百万円、立体駐車

場事業全体 百万円）、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百万円を見込んでおりま

す。 

(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、経営資源の効率的な活用の施策を推進したことにより賃貸用不動産及び投資有価証

券等は減少したものの、被災地の復旧・復興需要への対応に努めたことにより現金預金等が増加した結果、前事業

年度末と比べ 百万円増加し 百万円となりました。また、負債合計は有利子負債の削減に取り組んだも

のの、支払手形、工事未払金等が増加した結果、前事業年度末と比べ 百万円増加し 百万円となりまし

た。 

純資産合計につきましては、当期の事業活動の結果、利益剰余金が増加したことにより、前事業年度末と比べ

百万円増加し 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 ％減少し ％となりました。 

１．経営成績

41,879 243.4 24,674

6,333 552 6,436 545

1,108

504 907

2,196 882.1 1,947

24,563 357.6 17,694 12,725

285.4 8,267 37,288 329.2 25,961

2,697

64.6 1,480

1,893 111.4 194 4,590

78.1 1,286

24,000 17,950

6,050 1,000 1,000 600

7,388 30,335

5,059 18,515

2,329 11,819

2.4 38.9



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、前事業年度末と比べ 百万円増加

し 百万円となりました。 

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 百万円（同 ％増）となりました。これは、主に税引前当期純利益の

計上、仕入債務及びリース前受収益の増加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） 

 投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の使用）となりました。これは、リース用建物

部材の新規投入等により資金を使用したものの、賃貸用不動産や投資有価証券等の売却等により資金が得られたこ

と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 百万円（同 ％増）となりました。これは、主に短期借入金の純減及び

社債返済等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。 

(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、平成24年４月24日に公表したとおり、期末配当７円（普通配当３円、特別配当４円）

とさせていただく予定であります（中間配当０円）。 

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

8,925

11,359

10,368 877.2

235 646

1,678 22.8

  
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 

第５２期 

平成24年３月期

自己資本比率（％）    34.2    33.8    39.1    41.4    38.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
   21.2    9.1    18.4    53.9    43.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
   －    5.6    5.3    5.6    0.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
   －    8.7    8.3    7.6    107.9



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、平成24年３月30日付の株式譲渡契約に基づき、各種保険の代理店業務を行っていた子会社㈱エム・シー・シー

の全株式を譲渡しております。 

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。 

また、駐車場管理・運営ビジネスの基盤づくりのため、平成24年２月29日付の日本駐車

場投資㈱の第三者割当増資を引き受け、子会社化しております。 



(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 終年度である平成24年度においてはＲＯＥ ％以上の達成を

目標としております。当事業年度のＲＯＥは被災地の復旧・復興需要への対応の結果 ％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 

東日本大震災の影響を受け、景気の先行きは不透明な状況にあります。また、復興需要はあるものの、建設市場

も同様に依然として厳しい経営環境下にあります。 

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（平成23年３月期）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

期に確立いたします。「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や営業・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など「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

5

20.6



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,458,306 11,387,774

受取手形 1,436,574 1,836,054

完成工事未収入金 2,202,017 3,049,387

リース未収入金 2,553,608 2,744,425

販売用不動産 30,082 6,160

未成工事支出金 91,451 356,277

リース支出金 671,350 1,513,542

商品及び製品 221,537 199,758

仕掛品 109,368 63,842

原材料及び貯蔵品 565,462 482,391

前払費用 23,657 19,175

その他流動資産 281,886 85,372

貸倒引当金 △64,287 △58,545

流動資産合計 10,581,016 21,685,617

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,287,137 2,149,150

減価償却累計額 △1,460,305 △1,171,981

リース用建物（純額） 1,826,832 977,168

建物 6,054,900 4,572,227

減価償却累計額 △3,650,449 △2,879,071

建物（純額） 2,404,450 1,693,156

構築物 782,535 690,882

減価償却累計額 △731,055 △655,667

構築物（純額） 51,480 35,214

機械及び装置 3,397,011 2,898,769

減価償却累計額 △3,030,333 △2,609,299

機械及び装置（純額） 366,678 289,469

車両運搬具 128,745 108,994

減価償却累計額 △127,456 △108,993

車両運搬具（純額） 1,288 1

工具器具・備品 160,793 154,181

減価償却累計額 △114,521 △113,101

工具器具・備品（純額） 46,271 41,079

土地 5,610,467 4,213,148

有形固定資産合計 10,307,469 7,249,237

無形固定資産   

借地権 1,250 1,250

ソフトウエア 29,560 36,974

その他無形固定資産 41,791 41,791

無形固定資産合計 72,601 80,015



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 976,955 122,427

関係会社株式 20,000 35,000

出資金 9,085 9,085

長期貸付金 97,698 69,417

破産更生債権等 350,660 337,026

長期前払費用 21,294 6,957

事業保険金 729,441 762,399

その他投資等 123,002 312,167

貸倒引当金 △342,781 △334,036

投資その他の資産合計 1,985,356 1,320,443

固定資産合計 12,365,427 8,649,696

資産合計 22,946,443 30,335,313

負債の部   

流動負債   

支払手形 295,230 1,252,944

工事未払金 2,362,272 3,469,473

リース工事未払金 1,335,358 3,021,747

短期借入金 1,420,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,337,896 1,426,388

1年内償還予定の社債 960,000 40,000

リース債務 11,645 16,233

未払金 1,450,413 366,153

未払法人税等 64,035 1,055,819

未払消費税等 － 435,820

未払費用 54,996 51,634

未成工事受入金 181,744 232,161

預り金 19,581 27,520

リース前受収益 491,551 1,949,408

完成工事補償引当金 55,202 732,885

役員賞与引当金 － 29,250

賞与引当金 75,000 487,660

その他流動負債 198 5,521

流動負債合計 10,115,126 14,800,623

固定負債   

社債 120,000 80,000

長期借入金 2,127,408 2,625,689

長期未払金 － 83,480

リース債務 25,771 28,186

繰延税金負債 7,026 2,946

退職給付引当金 807,003 815,616

役員退職慰労引当金 112,950 －

訴訟損失引当金 50,000 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産除去債務 63,470 57,751

その他固定負債 27,493 21,517

固定負債合計 3,341,124 3,715,187

負債合計 13,456,250 18,515,811

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 28,180 35,169

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 865,958 2,985,710

利益剰余金合計 894,138 3,020,880

自己株式 △123,934 △126,127

株主資本合計 9,686,266 11,810,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △196,073 －

評価・換算差額等合計 △196,073 －

新株予約権 － 8,687

純資産合計 9,490,193 11,819,502

負債純資産合計 22,946,443 30,335,313



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

完成工事高 12,746,595 29,154,502

リース収益 4,458,093 12,725,136

売上高合計 17,204,688 41,879,639

売上原価   

完成工事原価 10,465,364 22,539,874

リース原価 3,590,353 9,748,388

売上原価合計 14,055,718 32,288,262

売上総利益   

完成工事総利益 2,281,230 6,614,628

リース総利益 867,739 2,976,748

売上総利益合計 3,148,970 9,591,377

販売費及び一般管理費   

役員報酬 94,440 99,090

従業員給料手当 1,067,178 1,247,955

退職給付費用 83,278 67,867

役員賞与引当金繰入額 － 29,250

賞与引当金繰入額 45,703 285,344

役員退職慰労引当金繰入額 11,100 2,720

株式報酬費用 － 8,687

法定福利費 164,910 200,579

福利厚生費 8,282 19,149

修繕維持費 9,204 42,909

事務用品費 83,891 134,356

通信交通費 204,842 191,328

動力用水光熱費 22,096 20,688

広告宣伝費 20,082 18,313

貸倒引当金繰入額 － △8,358

交際費 18,083 21,274

寄付金 201 96,665

地代家賃 265,513 259,637

減価償却費 51,801 43,859

租税公課 70,017 83,424

保険料 28,653 29,659

雑費 347,224 363,751

販売費及び一般管理費合計 2,596,507 3,258,154

営業利益 552,462 6,333,222



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,264 3,178

受取配当金 22,065 23,849

有価証券売却益 4,033 －

賃貸不動産収入 203,651 198,501

保険金収入 15,209 90,523

保険解約益 3,403 214

仕入割引 4,145 10,439

雑収入 43,555 31,467

営業外収益合計 300,328 358,174

営業外費用   

支払利息 121,391 85,876

社債利息 18,012 10,257

賃貸不動産原価 129,994 117,758

雑支出 37,894 41,120

営業外費用合計 307,293 255,013

経常利益 545,498 6,436,384

特別利益   

固定資産売却益 6,463 7,574

投資有価証券売却益 － 22,741

貸倒引当金戻入額 24,923 －

償却債権取立益 4,817 －

特別利益合計 36,205 30,316

特別損失   

固定資産売却損 － 279,145

固定資産除却損 1,228 33,188

投資有価証券売却損 － 270,920

投資有価証券評価損 55,099 －

子会社株式売却損 － 9,500

ゴルフ会員権評価損 660 2,210

減損損失 34,597 2,519,705

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 － 140,078

特別損失合計 274,875 3,254,748

税引前当期純利益 306,828 3,211,951

法人税、住民税及び事業税 50,787 1,019,395

法人税等調整額 7,026 △4,080

法人税等合計 57,814 1,015,315

当期純利益 249,013 2,196,636



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 916,062 916,062

当期変動額   

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 916,062 916,062

資本剰余金合計   

当期首残高 1,913,983 1,913,983

当期変動額   

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,913,983 1,913,983

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 21,190 28,180

当期変動額   

剰余金の配当 6,990 6,989

当期変動額合計 6,990 6,989

当期末残高 28,180 35,169

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 693,837 865,958

当期変動額   

剰余金の配当 △76,892 △76,884

当期純利益 249,013 2,196,636

当期変動額合計 172,121 2,119,752

当期末残高 865,958 2,985,710

利益剰余金合計   

当期首残高 715,027 894,138

当期変動額   

剰余金の配当 △69,902 △69,894

当期純利益 249,013 2,196,636

当期変動額合計 179,111 2,126,742

当期末残高 894,138 3,020,880



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △123,276 △123,934

当期変動額   

自己株式の取得 △658 △2,193

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 △658 △2,193

当期末残高 △123,934 △126,127

株主資本合計   

当期首残高 9,507,813 9,686,266

当期変動額   

剰余金の配当 △69,902 △69,894

当期純利益 249,013 2,196,636

自己株式の取得 △658 △2,193

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 178,452 2,124,548

当期末残高 9,686,266 11,810,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △29,747 △196,073

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166,325 196,073

当期変動額合計 △166,325 196,073

当期末残高 △196,073 －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △29,747 △196,073

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166,325 196,073

当期変動額合計 △166,325 196,073

当期末残高 △196,073 －

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8,687

当期変動額合計 － 8,687

当期末残高 － 8,687

純資産合計   

当期首残高 9,478,065 9,490,193

当期変動額   

剰余金の配当 △69,902 △69,894

当期純利益 249,013 2,196,636

自己株式の取得 △658 △2,193

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166,325 204,760

当期変動額合計 12,127 2,329,309

当期末残高 9,490,193 11,819,502



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 306,828 3,211,951

減価償却費 700,485 553,767

減損損失 34,597 2,519,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62,228 △14,486

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115,166 8,613

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 29,250

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,000 412,660

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △430 △112,950

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 705 677,682

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 140,078

受取利息及び受取配当金 △26,330 △27,028

支払利息 121,391 85,876

社債利息 18,012 10,257

有価証券売却損益（△は益） △4,033 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 248,178

投資有価証券評価損益（△は益） 55,099 －

子会社株式売却損益（△は益）  9,500

ゴルフ会員権評価損 660 2,210

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） △6,463 271,571

固定資産除却損 1,228 33,188

売上債権の増減額（△は増加） 419,052 △1,437,666

破産更生債権等の増減額（△は増加） 59,801 13,633

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,152 △932,721

仕入債務の増減額（△は減少） 7,782 3,749,880

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,799 50,417

リース前受収益の増減額（△は減少） △93,115 1,457,857

その他 △310,189 △291,997

新株予約権の増減額（△は減少） － 8,687

小計 1,212,078 10,678,118

利息及び配当金の受取額 26,330 27,028

利息の支払額 △140,344 △96,083

訴訟関連損失の支払額 － △190,078

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 1,061,012 10,368,233



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △9,700 △220,050

定期預金の払戻による収入 19,800 16,000

有価証券の取得による支出 △1,553 △1,003

有価証券の売却による収入 6,021 766,124

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 △1,272,006 △876,137

無形固定資産の取得による支出 － △1,600

有形固定資産の売却による収入 237,106 581,815

長期貸付けによる支出 △3,799 △1,000

長期貸付金の回収による収入 31,099 29,281

子会社の清算による収入 7,669 －

子会社株式の取得による支出 － △35,000

子会社株式の売却による収入 － 10,500

その他 － △32,957

投資活動によるキャッシュ・フロー △646,859 235,972

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） △2,829,948 △1,220,000

長期借入れによる収入 2,400,000 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △694,996 △1,113,227

自己株式の取得による支出 △658 △2,193

社債の償還による支出 △160,000 △960,000

リース債務の返済による支出 △11,276 △14,814

配当金の支払額 △70,232 △68,554

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,367,112 △1,678,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △952,959 8,925,417

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期末残高 2,434,206 11,359,624



該当事項はない。 

前事業年度（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23年４月１日 至平成24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）表示方法の変更

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（貸借対照表関係） 

前事業年度において流動負債の「短期借入金」に含めて表示していた「１年内返済予定の長期借入金」は、内容をよ

り明瞭に表示するため、当事業年度から区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の

財務諸表の組替えを行っている。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「短期借入金」に表示していた 千円は、「短期

借入金」 千円、「１年内返済予定の長期借入金」 千円として組替えている。 

2,757,896

1,420,000 1,337,896

（７）財務諸表に関する注記事項

（持分法投資損益等）



Ⅰ 前事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

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。 

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

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。 

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

（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であり、主に本社有形固

定資産である。 

   減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」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。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

  

報告セグメント

調整額 
（注） 

財務諸表
計上額 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 

合計

売上高  6,869,375 4,458,093 4,178,114 1,699,105  17,204,688  － 17,204,688

セグメント利益  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  812,701 1,290,548



Ⅱ 当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

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。 

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

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。 

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

（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であり、主に本社有形固

定資産である。 

   減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」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。  

  

  

報告セグメント

調整額 
（注）  

財務諸表
計上額 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 

合計

売上高  24,563,705 12,725,137 2,697,177 1,893,619  41,879,638  － 41,879,638

セグメント利益  5,591,915 1,965,184 △213,595 573,964  7,917,468  △1,584,246 6,333,222

セグメント資産  6,784,394 7,030,135 1,580,352 295,708  15,690,591  14,644,722 30,335,313

その他の項目               

減価償却費  96,005 356,285 19,556 4,389  476,238  77,528 553,767

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 10,537 873,392 1,871 21,100  906,902  2,340 909,242



Ⅰ 前事業年度（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。

  

Ⅱ 当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24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。

前事業年度（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23年４月１日  至平成24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。  

前事業年度（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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はない。  

【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

  
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  456,838 1,155,534 － －  907,332 2,519,705

【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】



前事業年度（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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はない。  

  

（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。 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 135 78 円 銭 169 01

１株当たり当期純利益 円 銭 3 56 円 銭 31 43

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。 

円 銭 31 41

  
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  249,013  2,196,636

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）  249,013  2,196,636

期中平均株式数（千株）  69,899  69,885

（重要な後発事象）



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23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

前年同期比（％） 

工場生産実績（百万円）  7,252  174.1

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  25,317  379.4  2,303  148.6

プレハブ建築リース事業  14,593  303.2  3,930  190.6

立体駐車場販売事業  1,596  47.1  2,118  65.8

立体駐車場メンテナンス事業  900  113.9  208  116.1

合  計  42,408  270.7  8,561  122.1

セグメントの名称 

当事業年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

前年同期比 

（％） 

プレハブ建築販売事業（百万円）  24,563  357.6

プレハブ建築リース事業（百万円）  12,725  285.4

立体駐車場販売事業（百万円）  2,697  64.6

立体駐車場メンテナンス事業（百万円）  1,893  111.4

合  計  41,879  243.4
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