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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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24年３月期第２四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2四半期 11,202 ― 543 ― 589 ― 350 ―
24年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 369百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 ―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2四半期 5.17 5.16
24年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 27,444 11,208 40.8
24年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  11,192百万円 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24年11月５日）公表の「連結決算への移行に伴う通期連結業績予想の公表に関するお知らせ」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 ― 1,520 ― 1,620 ― 920 ― 13.57



(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 
当社は、当第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（発行済株式数の100％）を取得し、株式会社小澤建設を連結子会社としたため、当第
２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。 
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2Q 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2Q 4,941,005 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2Q 67,813,651 株 24年3月期2Q 69,888,416 株
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当社は、当第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２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災における復興需要等を背景に景気は緩やかなが

らも回復の動きが見受けられたものの、長引く超円高や海外経済の減速懸念など景気を下押しする不安材料も多

く、先行き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、復旧・復興需要はあるものの、企業の設

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）の推進に

向けての基盤づくりとして、Ｍ＆Ａやアライアンスを積極的に取り組み、当社のコア事業であるプレハブ建築事業

及び立体駐車場事業の成長戦略を具現化すべくその準備を進めてまいりました。その一環として、本年９月10日付

での株式会社小澤建設の子会社化やパートナー企業との強固な関係構築により、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でまいりました。加えて、海外事業展開に向けての基盤づくりとして、中国に合

弁で上海天地日成停車場管理有限公司を設立し、新たに駐車場の管理・運営ビジネスを開始いたしました。 

以上の取り組みにより、当第２四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。 

なお、株式会社小澤建設の業績は、第３四半期連結会計期間より反映されます。 

（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。 

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おりましたが、当第２四半期連結会計期間において株式会社小澤建設を連

結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つの報告セグメント

に変更しております。 

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、販売事業及びレンタル事業ともに被災地の復旧・復興に向けて使

命感を持って対応する一方、販売事業では流通店舗展開企業の新規開拓など積極的に営業展開を図った結果、売上

高は 百万円となりました。また、レンタル事業では幼稚園・保育園向けが堅調に推移した結果、売上高は

百万円となりました。 

これらの結果、システム建築事業の売上高は 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プレハブ建築事業全体の売上高は 百万円（販売事業 百万円、リー

ス事業 百万円）であります。 

（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・大学に向けての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の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、立体駐車場事業の売上高は 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立体駐車場事業全体の売上高は 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

11,202 543

589 350

23,753 2,843 2,928

1,076

6,347

2,733

9,081

21,920 14,003

7,916

1,211

908

2,120

1,833 987

845



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、主に本年９月10日付で子会社化した株式会社小澤建設株式の取得、

パートナー企業との強固な関係構築のための株式の取得及び自己株式の取得等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、自己株式の取得等により 百万円となりました。また、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。 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結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 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、主に法人税等の支払いや仕入債務の減少に

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、主に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。 

（ご参考） 

前事業年度末における当社単体の資金は 百万円であります。また、前年同四半期のキャッシュ・フローの

状況は、営業活動の結果得られた資金 百万円、投資活動の結果使用した資金 百万円及び財務活動の結果使

用した資金 百万円であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、平成25年３月期第２四半期決算より連結決算へ移行することに伴い、本日（平成24年11月５日）、平成

25年３月期の通期連結業績予想を公表しております。詳細につきましては、「連結決算への移行に伴う通期連結業

績予想の公表に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、当社単体の通期業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しておりますので、平成24年８月６日公

表の業績予想に変更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第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２四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、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

27,444

16,235

11,208 40.8

30,335 18,515

11,819 38.9

7,381

1,328

1,048

1,601

11,359

9,459 586

1,672

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）

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 7,381,571

受取手形・完成工事未収入金 4,487,632

リース未収入金 2,688,726

販売用不動産 6,160

未成工事支出金 346,481

リース支出金 1,555,350

商品及び製品 171,078

仕掛品 57,939

原材料及び貯蔵品 513,284

その他 204,784

貸倒引当金 △61,175

流動資産合計 17,351,835

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 2,241,609

建物・構築物 5,240,843

機械、運搬具及び工具器具備品 2,958,888

土地 4,275,366

建設仮勘定 621,895

減価償却累計額 △7,346,248

有形固定資産合計 7,992,355

無形固定資産  

その他 152,605

無形固定資産合計 152,605

投資その他の資産  

投資有価証券 707,846

破産更生債権等 275,233

その他 1,241,885

貸倒引当金 △277,036

投資その他の資産合計 1,947,929

固定資産合計 10,092,890

資産合計 27,444,726



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 6,129,454

1年内償還予定の社債 40,000

短期借入金 598,800

1年内返済予定の長期借入金 1,106,471

未払法人税等 261,551

未成工事受入金 883,966

リース前受収益 2,079,411

完成工事補償引当金 928,388

賞与引当金 330,419

その他 455,385

流動負債合計 12,813,848

固定負債  

社債 60,000

長期借入金 2,379,362

退職給付引当金 761,597

資産除去債務 58,126

その他 162,793

固定負債合計 3,421,878

負債合計 16,235,727

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 2,882,024

自己株式 △624,160

株主資本合計 11,173,813

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 19,120

その他の包括利益累計額合計 19,120

新株予約権 16,065

純資産合計 11,208,998

負債純資産合計 27,444,726



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高  

完成工事高 8,468,639

リース収益 2,733,890

売上高合計 11,202,529

売上原価  

完成工事原価 6,861,953

リース原価 2,190,981

売上原価合計 9,052,935

売上総利益  

完成工事総利益 1,606,685

リース総利益 542,908

売上総利益合計 2,149,594

販売費及び一般管理費 1,605,917

営業利益 543,676

営業外収益  

受取利息 1,470

受取配当金 1,836

不動産賃貸収入 79,546

受取保険金 29,549

その他 27,244

営業外収益合計 139,646

営業外費用  

支払利息 38,262

不動産賃貸原価 38,744

その他 16,640

営業外費用合計 93,647

経常利益 589,675

特別利益  

固定資産売却益 120

投資有価証券売却益 1,836

特別利益合計 1,957

特別損失  

固定資産除却損 9,718

特別損失合計 9,718

税金等調整前四半期純利益 581,914

法人税等 231,599

少数株主損益調整前四半期純利益 350,315

四半期純利益 350,315



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 350,315

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 19,120

その他の包括利益合計 19,120

四半期包括利益 369,436

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 369,436

少数株主に係る四半期包括利益 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 581,914

減価償却費 163,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57,850

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,019

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） △158,218

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 195,502

受取利息及び受取配当金 △3,306

支払利息 38,262

投資有価証券売却損益（△は益） △1,836

有形固定資産売却損益（△は益） △120

固定資産除却損 9,718

売上債権の増減額（△は増加） 590,878

破産更生債権等の増減額（△は増加） 61,793

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,585

仕入債務の増減額（△は減少） △1,705,719

未成工事受入金の増減額（△は減少） 627,068

リース前受収益の増減額（△は減少） 130,002

その他 △645,286

小計 △282,227

利息及び配当金の受取額 3,306

利息の支払額 △37,595

保険金の受取額 7,924

災害損失の支払額 △3,342

法人税等の支払額 △1,016,818

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,328,752

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 △540,367

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 △466,282

有形固定資産の売却による収入 160,538

長期貸付金の回収による収入 15,926

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△243,320

子会社株式の取得による支出 △35,000

その他 △7,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,048,079



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 300,000

長期借入れによる収入 339,000

長期借入金の返済による支出 △1,231,594

リース債務の返済による支出 △8,621

自己株式の売却による収入 2,160

自己株式の取得による支出 △500,306

社債の償還による支出 △20,000

配当金の支払額 △481,858

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,601,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,978,052

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四半期末残高 7,381,571



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。 

（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

499,980 3,725
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