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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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25年３月期第１四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 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 8,345 ― 232 ― 260 ― 138 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 26百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 ―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

26年3月期第1四半期 2.10 2.09
25年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 37,067 12,579 33.9
25年3月期 35,152 12,875 36.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  12,556百万円 25年3月期  12,859百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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）

（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

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



(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
半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記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。業績予想に関する事項につきまし
ては、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期1Q 71,113,168 株 25年3月期 71,113,168 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4,934,559 株 25年3月期 4,943,649 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 66,169,238 株 25年3月期1Q 69,454,283 株
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当社は、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おりますので、前年同四半期と

の比較分析は行なっておりません。 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、財政・金融政策を背景に、円高の是正や株価の回復など明る

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、公共工事・民間工事はともに底堅く推移したもの

の、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、中期経営計画（平成27年度目標：売上高500億円、営業

利益45億円）の実現に向けて、東北地区においては復興需要の取り込みのため宮古出張所を新設し、関東地区にお

いてはシェア拡大のためグループ会社間の連携強化を図り情報活用を推進してまいりました。また、トーセイ・リ

バイバル・インベンストメント株式会社と業務提携を締結しパートナー企業の増加を図るととともに、株式会社日

本エスコンと分譲マンション協業プロジェクトを発足するなど協業事業を積極的に取り組んでまいりました。加え

て、中国、シンガポールに続き、タイ現地法人を設立し東南アジア市場開拓の促進を図るなど海外事業の基盤づく

りもあわせて進めてまいりました。 

以上の取り組みにより、当第１四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。 

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、前年同四半期における東日本大震災の復旧工事にかかる売上高の反動減があ

ったものの、販売事業では事務所・店舗・工場・倉庫向けがそれぞれ堅調に推移し、レンタル事業ではマンション

のモデルルームが堅調に推移した結果、売上高は販売事業 百万円、レンタル事業 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、マンションや病院などの建築工事に加え、マンション大規模修繕工事・耐震補強

工事や鉄道関連工事などにより売上高は 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に向けての提案営業の推進やパー

トナー企業との連携による情報活用など積極的に取り組んだ結果、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。 

なお、平成25年３月29日付にて子会社化した東和工建株式会社の駐車場運営・管理事業の業績につきましては、

第２四半期連結累計期間より反映されます。 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結累計期間末における資産合計は、株式会社日本エスコンとの分譲マンション協業プロジェクト

における建設用地の取得などにより、前連結会計年度末と比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

負債合計は、上記プロジェクトの資金調達に伴う有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末と比べ

百万円増加し、 百万円となりました。 

純資産合計は、剰余金の配当などにより、前連結会計年度末と比べ 百万円減少し、 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。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年５月14日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更

はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,345 232

260 138

2,564 1,092 3,657

3,117

1,133

437

1,570

1,915 37,067

2,210

24,487

295 12,579

33.9



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、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

建株式会社については、同社の決算期が当社の決算期と異なるため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に

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１四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。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,678,734 8,110,688

受取手形・完成工事未収入金 10,606,776 7,389,149

リース未収入金 2,406,647 1,820,329

販売用不動産 103,776 103,776

仕掛販売用不動産 － 3,060,428

未成工事支出金 346,844 1,120,006

リース支出金 1,476,292 1,488,756

商品及び製品 174,007 221,815

仕掛品 61,728 81,603

原材料及び貯蔵品 418,744 495,457

その他 1,107,544 1,092,027

貸倒引当金 △72,226 △58,829

流動資産合計 23,308,869 24,925,210

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物（純額） 1,451,799 1,719,460

建物・構築物（純額） 1,752,680 1,928,512

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 344,457 367,015

土地 4,246,972 4,495,050

建設仮勘定 603,871 614,119

有形固定資産合計 8,399,781 9,124,159

無形固定資産   

その他 189,611 189,644

無形固定資産合計 189,611 189,644

投資その他の資産   

投資有価証券 2,025,029 1,512,539

破産更生債権等 272,668 266,519

その他 1,231,397 1,318,821

貸倒引当金 △275,043 △269,551

投資その他の資産合計 3,254,051 2,828,329

固定資産合計 11,843,444 12,142,133

資産合計 35,152,314 37,067,344



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 11,410,143 10,505,378

短期借入金 1,340,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 979,323 1,210,669

1年内償還予定の社債 40,000 140,000

未払法人税等 122,277 141,165

未成工事受入金 721,273 1,238,561

リース前受収益 1,971,942 2,056,086

工事損失引当金 20,390 15,087

完成工事補償引当金 865,515 846,124

役員賞与引当金 22,900 －

賞与引当金 383,938 506,704

その他 750,321 1,272,219

流動負債合計 18,628,025 19,131,997

固定負債   

社債 40,000 940,000

長期借入金 2,051,981 2,887,571

退職給付引当金 1,200,938 1,220,252

資産除去債務 54,712 55,134

その他 300,877 252,512

固定負債合計 3,648,509 5,355,470

負債合計 22,276,535 24,487,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金 1,913,870 1,913,512

利益剰余金 4,279,358 4,087,157

自己株式 △624,622 △623,547

株主資本合計 12,570,684 12,379,201

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 289,029 176,962

その他の包括利益累計額合計 289,029 176,962

新株予約権 16,065 23,713

純資産合計 12,875,778 12,579,877

負債純資産合計 35,152,314 37,067,344



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高  

完成工事高 7,253,284

リース収益 1,092,570

売上高合計 8,345,855

売上原価  

完成工事原価 6,338,472

リース原価 778,535

売上原価合計 7,117,007

売上総利益  

完成工事総利益 914,812

リース総利益 314,035

売上総利益合計 1,228,848

販売費及び一般管理費 996,772

営業利益 232,075

営業外収益  

受取利息 638

受取配当金 11,821

不動産賃貸収入 35,551

その他 41,993

営業外収益合計 90,004

営業外費用  

支払利息 22,166

社債発行費 14,029

不動産賃貸原価 18,543

その他 6,853

営業外費用合計 61,592

経常利益 260,487

特別利益  

固定資産売却益 604

特別利益合計 604

特別損失  

固定資産除却損 1,406

特別損失合計 1,406

税金等調整前四半期純利益 259,685

法人税等合計 121,039

少数株主損益調整前四半期純利益 138,646

四半期純利益 138,646



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 138,646

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △112,066

その他の包括利益合計 △112,066

四半期包括利益 26,579

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 26,579

少数株主に係る四半期包括利益 －



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）四半期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）

（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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