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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

平成25年３月期第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率につき
ましては記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

平成25年３月期第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期の数値につきましては記載しておりません。  

(1) 連結経営成績（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 ％

25年3月期第3四半期 17,668 ― 1,249 ― 1,372 ― 796 ―
24年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 856百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 ―百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 11.83 11.81
24年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 27,036 11,695 43.2
24年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  11,679百万円 24年3月期  ―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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有  
平成25年３月期第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率につきましては記載しておりません。 
詳細につきましては、本日（平成25年２月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 26,500 ― 1,660 ― 1,720 ― 1,020 ― 15.16



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細につきましては、添付資料３ページ「四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
半期連結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「連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 71,113,168 株 24年3月期 71,113,168 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 4,942,150 株 24年3月期 1,231,552 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 67,266,149 株 24年3月期3Q 69,886,809 株
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当社は、第２四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期等との比較分析は

行っておりません。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の減速懸念等を背景に先行き不透明な状況が続いた

ものの、新政権発足を機に円高の是正や景気浮揚策への期待の高まりなど明るい兆しが見受けられました。一方、

建設市場におきましては、東日本大震災の復旧・復興需要はあるものの、民間設備投資の回復には力強さはなく、

受注獲得競争の激化もあり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グループといたしましては、来期を初年度とする新中期経営計画（第６次）の実現に

向けてその基盤づくりを着実に推し進めてまいりました。具体的には、「株式会社小澤建設」に続き「相鉄建設株

式会社（平成25年２月１日より株式会社ＮＢ建設に商号変更）」の子会社化を決定し、首都圏での事業基盤の強化

を推進するほか、パートナー企業との戦略的な業務提携を促進し事業シナジー効果の 大化を図るなど、成長戦略

の具現化に向けて積極的に取り組んでまいりました。また、駐車場管理・運営事業の展開のため中国・上海での合

弁会社の設立に続き、東南アジア市場の開拓のためシンガポールにおいて子会社の設立準備を進めるなど、海外事

業基盤の構築もあわせて取り組んでまいりました。 

以上の取り組みにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利

益は 百万円及び四半期純利益は 百万円となりました。 

（ご参考） 

前年同四半期における当社単体の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円及び

四半期純利益は 百万円であります。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（システム建築事業） 

システム建築事業におきましては、引き続き、被災地の住環境整備に向けて応急仮設住宅の営繕工事等に対応す

る一方、事業戦略の重要なテーマである首都圏での事業拡大や流通店舗向けの受注拡大に積極的に取り組んだ結

果、売上高は販売事業で 百万円、レンタル事業で 百万円の合計 百万円となりました。 

（ご参考） 

前年同四半期における当社単体の同事業の売上高は 百万円（販売事業 百万円、レンタル事業

百万円）であります。 

（総合建設事業） 

総合建設事業におきましては、平成24年９月10日付で子会社化した株式会社小澤建設のホームセンター及び家電

量販店等の建設、営繕工事の売上高が当第３四半期連結会計期間より新たに加わりました。この結果、同事業の売

上高は 百万円となりました。 

（立体駐車場事業） 

立体駐車場事業におきましては、販売事業ではマンションや病院・大学に向けて積極的な営業活動の成果もあり

売上高は 百万円となりました。また、メンテナンス事業では新規顧客開拓やリニューアル工事を推進した結

果、売上高は 百万円となりました。これらの結果、同事業の売上高は 百万円となりました。 

（ご参考） 

前年同四半期における当社単体の同事業の売上高は 百万円（販売事業 百万円、メンテナンス事業

百万円）であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

17,668 1,249

1,372 796

31,120 4,181 4,281

1,157

9,334 3,881 13,216

27,802 17,931 9,871

583

2,478

1,391 3,869

3,317 1,925

1,392



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、資産効率向上のためリース用建物部材を新規に投入し有形固定資産

が増加したものの、法人税等の支払いや仕入債務の減少により現金預金が減少したこと等により 百万円とな

りました。また、負債合計は、主に支払手形・工事未払金等、未払法人税等の減少及び銀行借入金の返済により

百万円となりました。 

純資産合計は、主に利益剰余金が増加した一方、自己株式を取得したことにより 百万円となりました。こ

の結果、自己資本比率は ％となりました。 

（ご参考） 

前事業年度末における当社単体の財政状態は、資産合計 百万円、負債合計 百万円及び純資産合計

百万円並びに自己資本比率 ％であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月５日公表の平成25年３月期通期連結業績見通し及び平成24年８月６日公表の平成25年３月期通期個

別業績見通しを上方修正しております。詳細につきましては、本日（平成25年２月７日）公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第２四半期連結会計期間より、株式会社小澤建設の株式（発行済株式数の100％）を取得したため、株式会社小

澤建設を連結の範囲に含めております。 

（２）四半期連結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３四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

第１四半期会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

27,036

15,340

11,695

43.2

30,335 18,515

11,819 38.9

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 7,347,903

受取手形・完成工事未収入金 4,095,828

リース未収入金 2,174,009

販売用不動産 6,160

未成工事支出金 319,670

リース支出金 1,507,306

商品及び製品 176,450

仕掛品 71,474

原材料及び貯蔵品 511,604

その他 267,314

貸倒引当金 △53,813

流動資産合計 16,423,909

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 2,530,306

建物・構築物 4,980,315

機械、運搬具及び工具器具備品 2,971,268

土地 4,287,602

建設仮勘定 650,610

減価償却累計額 △7,108,509

有形固定資産合計 8,311,592

無形固定資産  

その他 144,463

無形固定資産合計 144,463

投資その他の資産  

投資有価証券 917,526

破産更生債権等 270,968

その他 1,241,184

貸倒引当金 △273,252

投資その他の資産合計 2,156,427

固定資産合計 10,612,483

資産合計 27,036,393



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 6,019,173

1年内償還予定の社債 40,000

短期借入金 615,000

1年内返済予定の長期借入金 977,174

未払法人税等 69,569

未成工事受入金 839,952

リース前受収益 1,932,445

工事損失引当金 39,474

完成工事補償引当金 836,438

賞与引当金 166,187

その他 458,884

流動負債合計 11,994,299

固定負債  

社債 60,000

長期借入金 2,327,861

退職給付引当金 772,026

資産除去債務 44,205

その他 142,470

固定負債合計 3,346,563

負債合計 15,340,863

純資産の部  

株主資本  

資本金 7,002,078

資本剰余金 1,913,870

利益剰余金 3,327,765

自己株式 △624,341

株主資本合計 11,619,372

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 60,092

その他の包括利益累計額合計 60,092

新株予約権 16,065

純資産合計 11,695,529

負債純資産合計 27,036,393



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高  

完成工事高 13,787,217

リース収益 3,881,685

売上高合計 17,668,903

売上原価  

完成工事原価 11,182,427

リース原価 2,834,985

売上原価合計 14,017,412

売上総利益  

完成工事総利益 2,604,790

リース総利益 1,046,700

売上総利益合計 3,651,491

販売費及び一般管理費 2,401,664

営業利益 1,249,826

営業外収益  

受取利息 1,995

受取配当金 4,123

不動産賃貸収入 113,439

受取保険金 114,762

その他 45,175

営業外収益合計 279,495

営業外費用  

支払利息 58,346

不動産賃貸原価 61,610

その他 36,431

営業外費用合計 156,387

経常利益 1,372,934

特別利益  

固定資産売却益 583

投資有価証券売却益 1,836

特別利益合計 2,420

特別損失  

固定資産売却損 996

固定資産除却損 15,923

特別損失合計 16,920

税金等調整前四半期純利益 1,358,434

法人税等合計 562,378

少数株主損益調整前四半期純利益 796,056

四半期純利益 796,056



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 796,056

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 60,092

その他の包括利益合計 60,092

四半期包括利益 856,148

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 856,148

少数株主に係る四半期包括利益 －



該当事項はありません。 

当社は、平成24年６月11日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式 千円（ 千株）を取得

しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

499,980 3,725
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