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

※当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成24年3月期の数値及び対前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 

※当連結会計年度より連結財務諸表を作成してるため、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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

※当連結会計年度より連結財務諸表を作成してるため、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 （％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 ％

25年3月期 25,487 ― 1,847 ― 1,979 ― 1,747 ―
24年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期 2,036百万円 （―％） 24年3月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 26.09 26.03 14.2 6.0 7.3
24年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 35,152 12,875 36.6 194.34
24年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   25年3月期  12,859百万円 24年3月期  ―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

25年3月期 △50 △2,266 △2,364 6,678
24年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 489 22.3 4.6
25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 330 18.9 2.7
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 26.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 16,000 42.8 500 △8.0 500 △15.2 300 △14.4 4.53
通期 33,000 29.5 2,100 13.6 2,100 6.1 1,250 △28.5 18.89



※  注記事項 
(1) 期中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) 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） 

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 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 4,943,649 株 24年3月期 1,231,552 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 66,996,680 株 24年3月期 69,885,774 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

25年3月期 24,064 △42.5 2,018 △68.1 2,146 △66.6 1,747 △20.5
24年3月期 41,879 143.4 6,333 ― 6,436 ― 2,196 782.1

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
円 銭 円 銭

25年3月期 26.08 26.02
24年3月期 31.43 31.41

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

25年3月期 27,430 12,875 46.9 194.34
24年3月期 30,335 11,819 38.9 169.01

（参考） 自己資本 25年3月期  12,859百万円 24年3月期  11,810百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

※ 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連結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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 

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) 11,500 2.7 360 △33.7 360 △38.9 200 △42.9 3.02
通期 23,000 △4.4 1,800 △10.8 1,800 △16.2 1,000 △42.8 15.11
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当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前期との比較分析は行っておりません。 

(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度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、政

権交代を機に円高の是正や景気浮揚策への期待の高まりなど景気回復に向けて明るい兆しが見受けられました。 

一方、建設業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興需要はあるものの、民間設備投資の動きに力強さは

なく、熾烈な受注獲得競争に加え、建設資材価格の高止まりや労働不足に伴う労務単価の上昇など依然として厳し

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、平成25年度を初年度とする新中期経営計画（最終年度目

標：売上高 億円、営業利益 億円）の実現に向けて、パートナー企業と戦略的な業務提携を積極的に推進し互

いの事業シナジーの最大化を図ってまいりました。また、首都圏の地場ゼネコンである埼玉県の㈱小澤建設や神奈

川県の相鉄建設㈱（現㈱ＮＢ建設）、首都圏を中心に時間貸駐車場・駐輪場を展開する東和工建㈱を子会社化する

など総合建設事業、駐車場運営・管理事業にも事業領域を拡大してまいりました。加えて，駐車場運営・管理事業

の海外展開のため中国上海に合弁会社を設立し、また東南アジア市場への進出拠点としてシンガポールに子会社を

設立するなど海外事業の基盤づくりに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、当連結会計年度の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百

万円及び当期純利益は 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。 

（システム建築事業） 

システム建築事業につきましては、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増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。 

（総合建設事業） 

総合建設事業につきましては、児童館等の公共施設やホームセンター、家電量販店及びドラッグストア等のロー

ドサイド店舗の建築工事等により売上高は 百万円となりました。 

なお、子会社㈱ＮＢ建設の業績は平成26年３月期より反映されます。 

（立体駐車場事業） 

立体駐車場事業につきましては、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を展開し、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、同事業での売上高は 百万円となりました。 

なお、平成25年３月29日付で全株式を取得し子会社化した東和工建㈱の業績は、平成26年３月期より反映されま

す。  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、政策効果等により景気回復への期待が高まる一方、建設業界においては建設資材

価格や労務単価の高止まりなど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グループといたしましては、新中期経営計画に掲げる成長戦略を実現すべく、パート

ナー企業との連携を深め協業事業を加速するとともに、「SPACE is VALUE（価値ある空間の創造）」をモットーに

グループ力を活かして積極的に事業展開してまいります。 

具体的には、システム建築事業から総合建設事業まで拡大した事業領域をもって、建築情報、不動産情報等を当

社グループ内で情報共有し、総合力を活かした企画提案を仕掛けてまいります。また、立体駐車場事業のほか、駐

車場運営・管理事業が加わったことにより、土地活用提案に幅が広がり、当社グループの持つノウハウを最大限に

活かし「価値ある空間」の提供に努めてまいります。加えて、国内市場のみならず、海外市場にも視野を広げ、新

生日成ビルドグループとして更なる企業価値の向上を図ってまいります。 

 なお、次期の業績見通しにつきましては、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円及

び当期純利益 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 

 当連結会計年度末の財政状態は、新中期経営計画に掲げる成長戦略の実現のため㈱小澤建設及び相鉄建設㈱（現

㈱ＮＢ建設）の全株式を取得し子会社化したこと等により資産合計は 百万円、負債合計は 百万円とな

りました。 

純資産合計につきましては、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等により 百万円と

なりました。 

 これらの結果、自己資本比率は ％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百万円となりました。 

当連結会計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） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上があったもの

の、仕入債務の減少や法人税等の支払いがあったこと等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 百万円となりました。これは、投資有価証券の取得やリース用建物部材の

新規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 百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済や自己株式の取得に

よるものであります。 
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（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期は連結ベース、第50期から第52期までは単体ベース、第53期は連結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53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25年５月７日に公表したとおり、期末配当５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５円（中間配当０円）を予定しております。 

  
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 

第５３期（連結）

平成25年３月期 

自己資本比率（％）    33.8    39.1    41.4    38.9    36.6

時価ベースの自己資本比

率（％） 
   9.1    18.4    53.9    43.3    37.3

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    －



当社グループ（当社、連結子会社２社、非連結子会社３社及び持分法非適用関連会社１社（平成25年３月31日現在）

により構成）は、システム建築事業、立体駐車場事業及び総合建設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25年３月29日付にて東和工建㈱の全株式を取得し、子会社化しております。また、同社は駐車場・駐輪場

の運営・管理並びに自走式駐車場工事の請負及びメンテナンスを行っております。 

海外事業においては、子会社日本駐車場投資㈱と上海天地島川停車設備製造有限公司との間で、合弁会社である上海

天地日成停車場管理有限公司（中国）を設立し、同社は駐車場の運営・管理・メンテナンスを行っております。また、

子会社NISSEI BUILD ASIA PTE LTD（シンガポール）は立体駐車場工事の請負及び駐車場の運営・管理を行っておりま

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。 

  

※１．非連結子会社 

※２．持分法非適用関連会社 

※３．東和工建㈱については、平成25年３月29日付で全株式を取得し子会社化しておりますが、同社の決算期が当社

の決算期と異なるため、翌連結会計年度より連結の範囲に含まれます。 

２．企業集団の状況

システム建築事業 ： 当社がシステム建築工事の請負及びレンタルを行っております。 

立体駐車場事業 ： 当社が機械式駐車場・自走式駐車場工事の請負、メンテナンス及びリニューアルを行っ

ております。 

総合建設事業 ： ㈱ＮＢ建設及び㈱小澤建設が建築工事・土木工事の請負及びリニューアルを行っており

ます。 

また、㈱ＮＢ建設は鉄道工事の請負及びメンテナンスも行っております。 



(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、「SPACE is VALUE」をモットーに「価値ある空間」を社会に広く提供し続けて半世紀、次の50年を見据え

た新たな成長ステージを迎えるにあたり、平成25年度を初年度とする３ヵ年の中期経営計画（平成25年度から平成27

年度まで）を策定しております。 

当社グループの成長戦略を描いた本計画の最終年度において、ＲＯＥ17％、配当性向35％を経営指標として目標に

掲げ、当社グループ総力をあげて邁進してまいります。 

(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 

１．経営成績・財務状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析 ②次期の見通しをご参照ください。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 6,678,734

受取手形・完成工事未収入金 10,606,776

リース未収入金 2,406,647

販売用不動産 103,776

未成工事支出金 346,844

リース支出金 1,476,292

商品及び製品 174,007

仕掛品 61,728

原材料及び貯蔵品 418,744

繰延税金資産 195,502

その他 912,041

貸倒引当金 △72,226

流動資産合計 23,308,869

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物（純額） 1,451,799

建物・構築物（純額） 1,752,680

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 344,457

土地 4,246,972

建設仮勘定 603,871

有形固定資産合計 8,399,781

無形固定資産  

のれん 47,879

その他 141,731

無形固定資産合計 189,611

投資その他の資産  

投資有価証券 2,025,029

長期貸付金 52,808

事業保険金 786,462

破産更生債権等 272,668

その他 392,127

貸倒引当金 △275,043

投資その他の資産合計 3,254,051

固定資産合計 11,843,444

資産合計 35,152,314



（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 11,410,143

短期借入金 1,340,000

1年内返済予定の長期借入金 979,323

1年内償還予定の社債 40,000

リース債務 27,746

未払法人税等 122,277

未成工事受入金 721,273

リース前受収益 1,971,942

工事損失引当金 20,390

完成工事補償引当金 865,515

役員賞与引当金 22,900

賞与引当金 383,938

その他 722,575

流動負債合計 18,628,025

固定負債  

社債 40,000

長期借入金 2,051,981

リース債務 71,210

繰延税金負債 144,176

退職給付引当金 1,200,938

資産除去債務 54,712

その他 85,490

固定負債合計 3,648,509

負債合計 22,276,535

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 4,279,358

自己株式 △624,622

株主資本合計 12,570,684

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 289,029

その他の包括利益累計額合計 289,029

新株予約権 16,065

純資産合計 12,875,778

負債純資産合計 35,152,314



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高  

完成工事高 20,161,973

リース収益 5,325,638

売上高合計 25,487,612

売上原価  

完成工事原価 16,322,010

リース原価 3,894,180

売上原価合計 20,216,190

売上総利益  

完成工事総利益 3,839,963

リース総利益 1,431,458

売上総利益合計 5,271,421

販売費及び一般管理費 3,423,426

営業利益 1,847,995

営業外収益  

受取利息 2,709

受取配当金 4,818

賃貸不動産収入 148,844

受取保険金 114,762

その他 59,234

営業外収益合計 330,370

営業外費用  

支払利息 78,126

賃貸不動産原価 81,315

その他 39,506

営業外費用合計 198,947

経常利益 1,979,418

特別利益  

固定資産売却益 1,324

投資有価証券売却益 1,836

特別利益合計 3,161

特別損失  

固定資産売却損 3,632

固定資産除却損 16,349

のれん償却額 66,670

投資有価証券評価損 10,106

特別損失合計 96,758

税金等調整前当期純利益 1,885,821

法人税、住民税及び事業税 272,042

法人税等調整額 △133,870

法人税等合計 138,171

少数株主損益調整前当期純利益 1,747,649

当期純利益 1,747,649



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,747,649

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 289,029

その他の包括利益合計 289,029

包括利益 2,036,678

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 2,036,678

少数株主に係る包括利益 －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本  

資本金  

当期首残高 7,002,078

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 7,002,078

資本剰余金  

当期首残高 1,913,983

当期変動額  

自己株式の処分 △113

当期変動額合計 △113

当期末残高 1,913,870

利益剰余金  

当期首残高 3,020,880

当期変動額  

剰余金の配当 △489,171

当期純利益 1,747,649

当期変動額合計 1,258,478

当期末残高 4,279,358

自己株式  

当期首残高 △126,127

当期変動額  

自己株式の取得 △500,769

自己株式の処分 2,273

当期変動額合計 △498,495

当期末残高 △624,622

株主資本合計  

当期首残高 11,810,815

当期変動額  

剰余金の配当 △489,171

当期純利益 1,747,649

自己株式の取得 △500,769

自己株式の処分 2,160

当期変動額合計 759,868

当期末残高 12,570,684



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

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） 289,029

当期変動額合計 289,029

当期末残高 289,029

その他の包括利益累計額合計  

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） 289,029

当期変動額合計 289,029

当期末残高 289,029

新株予約権  

当期首残高 8,687

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,378

当期変動額合計 7,378

当期末残高 16,065

純資産合計  

当期首残高 11,819,502

当期変動額  

剰余金の配当 △489,171

当期純利益 1,747,649

自己株式の取得 △500,769

自己株式の処分 2,160

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 296,407

当期変動額合計 1,056,276

当期末残高 12,875,778



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,885,821

減価償却費 347,112

のれん償却額 76,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71,195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,765

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,950

賞与引当金の増減額（△は減少） △156,262

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 99,907

受取利息及び受取配当金 △7,528

支払利息 77,236

社債利息 889

投資有価証券売却損益（△は益） △1,836

投資有価証券評価損益（△は益） 10,106

有形固定資産売却損益（△は益） 2,262

固定資産除却損 16,394

売上債権の増減額（△は増加） 767,235

破産更生債権等の増減額（△は増加） 64,358

たな卸資産の増減額（△は増加） 155,749

仕入債務の増減額（△は減少） △1,084,210

未成工事受入金の増減額（△は減少） 245,996

リース前受収益の増減額（△は減少） 22,533

新株予約権の増減額（△は減少） 7,378

その他 △861,263

小計 1,549,163

利息及び配当金の受取額 7,451

利息の支払額 △77,135

法人税等の支払額 △1,529,536

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,056

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 △1,650

定期預金の払戻による収入 29,800

有価証券の取得による支出 △699,852

有価証券の売却による収入 39,386

有形固定資産の取得による支出 △1,146,525

有形固定資産の売却による収入 305,318

資産除去債務の履行による支出 △2,074

長期貸付けによる支出 △101,000

長期貸付金の回収による収入 31,139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△99,333



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

子会社株式の取得による支出 △598,043

その他 △23,907

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,266,742

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） 41,200

長期借入れによる収入 639,000

長期借入金の返済による支出 △1,986,123

自己株式の取得による支出 △500,769

自己株式の売却による収入 2,160

社債の償還による支出 △40,000

リース債務の返済による支出 △35,670

配当金の支払額 △483,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,364,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,680,889

現金及び現金同等物の期首残高 11,359,624

現金及び現金同等物の期末残高 6,678,734



該当事項はない。 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成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いる。 

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微である。 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、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、当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「システム建築事

業」「総合建設事業」「立体駐車場事業」の３つを報告セグメントとしている。 

「システム建築事業」はシステム建築工事の請け負い及び建物のレンタルを行っている。「総合建設事

業」はシステム建築工事以外の一般土木建築工事を請け負っている。 

「立体駐車場事業」は機械式及び自走式の立体駐車場の工事を請け負っているほか、点検・修理のサービ

ス及び改修工事を行っている。 

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、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

（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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

   （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整（注） 
連結財務諸表 

計上額 システム建築 総合建設 立体駐車場 合計 

売上高  18,239,785 1,426,649 5,824,518 25,490,952  △3,340 25,487,612

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,228,916 △161,475 397,746 3,465,188  △1,617,193 1,847,995

セグメント資産  13,290,956 9,095,610 1,721,326 24,107,893  11,044,420 35,152,314

その他の項目             

減価償却費  267,226 650 22,529 290,406  56,706 347,112

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
 1,063,481 4,404 4,666 1,072,550  275,033 1,347,583



４．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの変更） 

当社は、従来「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」を報告セグメントとして区分していたが、第２四半期連結会計期間において、株

式会社小澤建設の株式（発行済株式の100％）を取得し、子会社化したことに伴い、「システム建築事

業」「総合建設事業」「立体駐車場事業」の３つのセグメントに変更している。 

（減価償却の方法の変更） 

（会計方針の変更）に記載の通り、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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の方法に変更している。 

この変更による各報告セグメントのセグメント利益又は損失(△)に与える影響は軽微である。 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25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、記載事項はな

い。 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

該当事項はない。  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

「総合建設事業」において、株式会社小澤建設及び株式会社ＮＢ建設の株式（発行済株式数の100％）を

取得し、株式会社小澤建設及び株式会社ＮＢ建設を子会社化したことによるのれんの増加額は、当連結会計

年度において 千円であり、そのうち 千円償却しており、当連結会計年度末におけるのれんの

未償却残高は 千円である。 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25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】

【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】

124,074 76,194

47,879

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】



（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

該当事項はない。 

（１株当たり情報）

  
当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 194.34

１株当たり当期純利益金額 円 26.09

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 26.03

  
当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（千円）  1,747,649

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金額（千円）  1,747,649

期中平均株式数（千株）  66,996

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円）  －

普通株式増加数（千株）  153

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 －

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,387,774 5,143,840

受取手形 1,836,054 1,194,264

完成工事未収入金 3,049,387 3,080,181

リース未収入金 2,744,425 2,406,647

販売用不動産 6,160 103,776

未成工事支出金 356,277 235,129

リース支出金 1,513,542 1,476,292

商品及び製品 199,758 174,007

仕掛品 63,842 61,728

原材料及び貯蔵品 482,391 415,887

前払費用 19,175 61,411

未収還付法人税等 － 308,011

繰延税金資産 － 131,962

その他 85,372 342,552

貸倒引当金 △58,545 △21,154

流動資産合計 21,685,617 15,114,540

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 2,149,150 2,619,584

減価償却累計額 △1,171,981 △1,167,784

リース用建物（純額） 977,168 1,451,799

建物 4,572,227 4,538,459

減価償却累計額 △2,879,071 △2,839,880

建物（純額） 1,693,156 1,698,579

構築物 690,882 394,174

減価償却累計額 △655,667 △359,217

構築物（純額） 35,214 34,957

機械及び装置 2,898,769 2,688,441

減価償却累計額 △2,609,299 △2,453,482

機械及び装置（純額） 289,469 234,958

車両運搬具 108,994 89,453

減価償却累計額 △108,993 △89,453

車両運搬具（純額） 1 0

工具器具・備品 154,181 187,216

減価償却累計額 △113,101 △117,446

工具器具・備品（純額） 41,079 69,770

土地 4,213,148 4,205,146

建設仮勘定 － 70,004

有形固定資産合計 7,249,237 7,765,215

無形固定資産   

借地権 1,250 1,250

ソフトウエア 36,974 69,824

その他 41,791 41,791

無形固定資産合計 80,015 112,865



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,427 1,258,769

関係会社株式 35,000 1,994,771

出資金 9,085 9,085

長期貸付金 69,417 36,877

関係会社長期貸付金 － 35,470

破産更生債権等 337,026 272,668

長期前払費用 6,957 5,975

事業保険金 762,399 786,462

その他 312,167 310,268

貸倒引当金 △334,036 △272,068

投資その他の資産合計 1,320,443 4,438,279

固定資産合計 8,649,696 12,316,361

資産合計 30,335,313 27,430,901

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,252,944 598,450

工事未払金 3,469,473 3,289,088

リース工事未払金 3,021,747 2,506,349

短期借入金 200,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 1,426,388 923,787

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

リース債務 16,233 26,300

未払金 366,153 258,435

未払法人税等 1,055,819 76,818

未払消費税等 435,820 －

未払費用 51,634 50,913

未成工事受入金 232,161 491,622

預り金 27,520 25,721

リース前受収益 1,949,408 1,971,942

完成工事補償引当金 732,885 832,792

賞与引当金 487,660 329,442

役員賞与引当金 29,250 22,900

その他 5,521 33,979

流動負債合計 14,800,623 11,728,543

固定負債   

社債 80,000 40,000

長期借入金 2,625,689 1,684,902

長期未払金 83,480 71,922

リース債務 28,186 67,062

繰延税金負債 2,946 132,225

退職給付引当金 815,616 774,850

資産除去債務 57,751 44,325

その他 21,517 11,403

固定負債合計 3,715,187 2,826,691

負債合計 18,515,811 14,555,235



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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 916,062 915,948

資本剰余金合計 1,913,983 1,913,870

利益剰余金   

利益準備金 35,169 84,087

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,985,710 4,195,019

利益剰余金合計 3,020,880 4,279,106

自己株式 △126,127 △624,622

株主資本合計 11,810,815 12,570,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 289,169

新株予約権 8,687 16,065

純資産合計 11,819,502 12,875,666

負債純資産合計 30,335,313 27,430,901



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

完成工事高 29,154,502 18,738,664

リース収益 12,725,136 5,325,638

売上高合計 41,879,639 24,064,303

売上原価   

完成工事原価 22,539,874 14,815,084

リース原価 9,748,388 3,894,180

売上原価合計 32,288,262 18,709,264

売上総利益   

完成工事総利益 6,614,628 3,923,579

リース総利益 2,976,748 1,431,458

売上総利益合計 9,591,377 5,355,038

販売費及び一般管理費 3,258,154 3,336,079

営業利益 6,333,222 2,018,959

営業外収益   

受取利息 3,178 3,139

受取配当金 23,849 4,609

賃貸不動産収入 198,501 148,844

保険金収入 90,523 100,840

仕入割引 10,439 5,288

その他 31,682 59,285

営業外収益合計 358,174 322,007

営業外費用   

支払利息 85,876 72,921

社債利息 10,257 889

賃貸不動産原価 117,758 81,315

その他 41,120 39,074

営業外費用合計 255,013 194,200

経常利益 6,436,384 2,146,766

特別利益   

固定資産売却益 7,574 1,324

投資有価証券売却益 22,741 1,836

特別利益合計 30,316 3,161

特別損失   

固定資産売却損 279,145 3,587

固定資産除却損 33,188 16,349

投資有価証券売却損 270,920 －

投資有価証券評価損 － 10,106

子会社株式売却損 9,500 －

関係会社株式評価損 － 257,767

ゴルフ会員権評価損 2,210 －

減損損失 2,519,705 －

訴訟損失引当金繰入額 140,078 －

特別損失合計 3,254,748 287,810

税引前当期純利益 3,211,951 1,862,117

法人税、住民税及び事業税 1,019,395 275,865

法人税等調整額 △4,080 △161,145

法人税等合計 1,015,315 114,719

当期純利益 2,196,636 1,747,397



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 － △113

当期変動額合計 － △113

当期末残高 916,062 915,948

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 － △113

当期変動額合計 － △113

当期末残高 1,913,983 1,913,870

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 28,180 35,169

当期変動額   

剰余金の配当 6,989 48,917

当期変動額合計 6,989 48,917

当期末残高 35,169 84,087

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 865,958 2,985,710

当期変動額   

剰余金の配当 △76,884 △538,088

当期純利益 2,196,636 1,747,397

当期変動額合計 2,119,752 1,209,308

当期末残高 2,985,710 4,195,019

利益剰余金合計   

当期首残高 894,138 3,020,880

当期変動額   

剰余金の配当 △69,894 △489,171

当期純利益 2,196,636 1,747,397

当期変動額合計 2,126,742 1,258,225

当期末残高 3,020,880 4,279,106



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △123,934 △126,127

当期変動額   

自己株式の取得 △2,193 △500,769

自己株式の処分 － 2,273

当期変動額合計 △2,193 △498,495

当期末残高 △126,127 △624,622

株主資本合計   

当期首残高 9,686,266 11,810,815

当期変動額   

剰余金の配当 △69,894 △489,171

当期純利益 2,196,636 1,747,397

自己株式の取得 △2,193 △500,769

自己株式の処分 － 2,160

当期変動額合計 2,124,548 759,616

当期末残高 11,810,815 12,570,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △196,073 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196,073 289,169

当期変動額合計 196,073 289,169

当期末残高 － 289,169

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △196,073 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196,073 289,169

当期変動額合計 196,073 289,169

当期末残高 － 289,169

新株予約権   

当期首残高 － 8,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,687 7,378

当期変動額合計 8,687 7,378

当期末残高 8,687 16,065

純資産合計   

当期首残高 9,490,193 11,819,502

当期変動額   

剰余金の配当 △69,894 △489,171

当期純利益 2,196,636 1,747,397

自己株式の取得 △2,193 △500,769

自己株式の処分 － 2,160

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 204,760 296,547

当期変動額合計 2,329,309 1,056,164

当期末残高 11,819,502 12,875,666



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、当連結会計年度の当社の工場生産実績を示すと、次のと

おりであります。 

（注）１．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

２．上記の金額は製造原価によっております。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

当連結会計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．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

２．受注生産を行っていない立体駐車場事業におけるメンテナンス事業の定期点検については、受注高に含め

ておりません。 

３．前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、当連結会計年度

の受注高にその増減額を含めております。 

４．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 

当連結会計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）１．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

６．その他

  

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

工場生産実績（百万円）  5,401

セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 

受注残高 

（百万円） 

システム建築事業  18,250  6,248

総合建設事業  1,226  8,992

立体駐車場事業  5,982  3,521

合  計  25,459  18,762

セグメントの名称 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

システム建築事業（百万円）  18,236

総合建設事業（百万円）  1,426

立体駐車場事業（百万円）  5,824

合  計  25,487
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