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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 63,308 △7.7 2,290 8.3 2,392 7.2 929 △15.4
21年3月期 68,588 11.1 2,114 1.8 2,231 7.1 1,098 0.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 32.70 ― 4.6 4.5 3.6
21年3月期 38.64 ― 5.6 3.9 3.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  89百万円

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

22年3月期 48,058 20,146 41.9 708.65
21年3月期 58,523 19,850 33.9 698.13

（参考） 自己資本   22年3月期  20,146百万円 21年3月期  19,850百万円

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

22年3月期 △1,192 △846 △702 7,736
21年3月期 752 △674 △593 10,481

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 7.00 ― 13.00 20.00 568 51.8 2.9
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 568 61.2 2.8
23年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 94.9

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間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 
累計期間

27,000 △20.2 550 △45.4 600 △40.6 300 △43.3 10.54

通期 55,000 △13.1 1,200 △47.6 1,300 △45.7 600 △35.5 21.08
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は，15頁「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については，15頁「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 28,459,991株 21年3月期 28,459,991株
② 期末自己株式数 22年3月期  30,330株 21年3月期  26,540株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は，本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき記載したものであり，実際の業績はさまざまな要因によって， 
上記予想数値と異なる可能性があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は，経済成長の著しいアジア新興国の意欲的な設備投資により，一部で緩やかな回復基調がみ

られたものの，一昨年来の世界的な景気低迷の影響を受け，企業収益の大幅な減少や設備投資の縮小，雇用情勢や個人消

費の悪化など，厳しい状況にありました。 

当社の関連する産業機械業界におきましても，企業の減産や設備投資の減退などが顕著であり，軒並み予断を許さない

状況が続きました。 

このような経営環境のなか，当社は製品の安全性及び品質の確保をさらに強化し，計画収益を達成すべく，全社一丸と

なり事業活動を推進してまいりました。 

その結果，当期の受注高については，不動産業界，鉄鋼業界，電力業界などの国内設備投資の縮小による影響を受け，

53,774百万円(前期比12.6％減)となりました。 

売上高は，民間設備投資の冷え込みの影響を受け，63,308百万円(前期比7.7％減)となりました。 

損益面につきましては，海外調達をはじめとするコストダウン及び市場動向やお客様のニーズの事前検討を徹底したこ

とにより，経常利益は2,392百万円(前期比7.2％増)となりました。 

当期純利益は，平成21年10月の商号変更及び平成22年２月の本社移転などがあったものの，929百万円(前期比15.4％

減)となりました。 

 

事業別の状況は，次のとおりであります。 

（パーキングシステム事業） 

受注高は，大都市圏における再開発事業が終息したこと，及びマンション建設の件数が下降傾向にあったことなどから，

エレベータパーキング及び二・多段式駐車装置本体の受注が減少し，31,030百万円(前期比9.8％減)となりました。 

売上高は，既納機に対するメンテナンス・改修工事が堅調に推移し，36,070百万円(前期比3.8％増)となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

受注高は，製造業界における設備投資の意欲減退により，天井走行クレーン及び大型案件の受注が減少し，22,743百万

円(前期比16.2％減)となりました。 

売上高は，改修工事及びメンテナンスが増加したものの，アンローダ及びジブクレーンの売上が減少し，27,238百万円

(前期比19.5％減)となりました。 

 

次期の業績につきましては，売上高55,000百万円（前期比13.1%減），営業利益1,200百万円（前期比47.6%減），経常

利益1,300百万円（前期比45.7%減），当期純利益600百万円（前期比35.5%減）と見通しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当期末の資産合計は，48,058百万円（前期比17.9%減）となりました。これは主に，余資運用に伴う短期貸付金の増加が

あるものの，受取手形及び売掛金，たな卸資産の減少したことによるものであります。 

当期末の負債合計は，27,911百万円（前期比27.8%減）となりました。これは主に，支払手形及び買掛金，前受金等の減

少したことによるものであります。 

当期末の純資産合計は，20,146百万円（前期比1.5%増）となりました。これは主に，配当金の支払いによる減少がある

ものの，当期純利益がそれを上回ったことにより利益剰余金が増加したことによるものであります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，売上債権の回収やたな卸資産の減少に伴う資金の増加が

あったものの，仕入債務，前受金等の減少や設備投資に伴う支出などにより，前期に比べ2,745百万円減少し，当期末は

7,736百万円（前期比26.2％減）となりました。 

  

当期中における各キャッシュ・フローは，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） 

当期において営業活動による資金は，△1,192百万円となりました。これは主に，売上債権の回収額が増加したものの，

仕入債務，前受金等が減少したこと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） 

当期において投資活動の結果使用した資金は，前期より172百万円増加し，846百万円（前期比25.6％増）となりまし

た。これは，前期に比べ，貸付金の回収があったものの，設備投資等への支出の増加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） 

当期において財務活動の結果使用した資金は，前期より109百万円増加し，702百万円（前期比18.4％増）となりまし

た。これは，主に配当金の支払によるものであります。 

キャッシュ・フロー関連指標の推移は，次のとおりであります。 
 

 平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

自己資本比率（％） 36.5 34.5 33.9 33.9 41.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 29.9 29.1 22.6 14.2 24.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 2.7 0.7 0.4 2.3 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 48.7 145.0 177.3 25.2 － 

（注）１ 各指標の算式は，次のとおりであります。 

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／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２ 株式時価総額は，自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

３ キャッシュ・フローは，営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４ 有利子負債は，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。 

５ 利払いは，キャッシュ・フロー計算書に計上されている利息の支払額を利用しております。 
６ 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，営業キャッシュ・フローが，

マイナスである決算期につきましては記載しておりません。 
 

次期のキャッシュ・フローにつきましては，安定的に推移し，経常的な事業運営や設備投資に必要な資金は，現状の短

期借入1,730百万円の期末残高以上に借入に依存することなく，自己資金で充分賄えるものと見通しております。 
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(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，株主に対する配当政策を経営の重要課題の一つと認識しており，株主への利益還元と将来の事業展開に備える

内部留保の充実とのバランスを考慮しながら，業績に応じた適正な利益配分を行なうことを基本方針としております。 

上記方針に基づき，当期末配当は，１株当たり10円の配当を実施する予定であります。（中間配当10円実施済み）また，

次期の配当につきましては，１株当たり年間20円の配当を見通しとしております。 

内部留保金につきましては，今後とも厳しい経営環境が予想される中で，収益性の向上と経営体質の強化を目指して，

研究開発・生産体制の合理化・サービス体制の強化をはじめとする競争力の強化のために，充当したいと考えております。 
 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。 
 

３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は，「信頼される技術で，お客様に満足いただける製品・サービスを提供し，社会の発展に貢献する」という経営理

念のもと，長年にわたる経験と実績を通じて培われたメカトロ技術をもとに，パーキングシステム，運搬・物流システム

の二分野を柱に事業を展開し，「搬送と保管技術のリーディングカンパニー」として豊かな社会作りに貢献しております。 

 

(2) 会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略 

今後のわが国経済は，景気の底を脱し，緩やかな回復基調にあるものと考えられますが，依然経営環境は不透明であり，

企業の設備投資や個人消費などには慎重さが残るものとみられます。 

このような経営環境のなか，当社といたしましては，円高及び設備投資意欲の縮小が継続するなかで，新たな受注に果

敢に挑戦していくとともに，全社一丸となって生産性の向上を図り，計画収益を達成すべく，以下の施策に取り組んでま

いります。 

 

＜受注計画の必達と拡大＞ 

社内各部門の連携強化はもちろんのこと，既納製品の延命化や製品固有の特性，最適環境及び仕様などについて，お客

様の視点にたった提案営業を戦略的・積極的に行なってまいります。 

また，海外市場へ視野を広げ，事業展開のためのネットワークを整備し，今後も継続すると予想される円高メリットを

最大限に活用し，生産の適正化，協力会社との関係強化などを通じ，海外需要へ対応し，受注活動を展開してまいります。 

＜安全・品質・収益の確保＞ 

厳しい受注環境のなかで収益を確保するために，全社を挙げてコストダウンに取り組んでまいります。本社部門はもと

より，調達，設計，製造，建設など全ての工程でコスト管理，削減を行なうとともに，事前に十分に検討を行ない，採算

性を確保してまいります。 

また，「市場での競争力維持・向上」及び「製品・サービスの高付加価値化」を推進するため，技術者の育成や設計技法

の改良・効率化などを行ない，技術力を引き続き強化してまいります。 

さらに，社会的な環境意識の高まりにともない，環境への負荷低減を目指した新技術や新製品の開発を行なってまいり

ます。ＣＯ２削減，省エネ対応はもちろんのこと，お客様のニーズを的確に把握し，自動二輪対応，電気自動車対応など

の将来に向けた技術・製品開発を行なってまいります。 

加えて，労働災害の発生防止と災害の極小化のために，設備・工法・作業管理・安全意識などの各方面から見直しを行 
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なうとともに，安全確保の原点に立ち返った危険に対する感性の向上及びリスクアセスメントを中心とした施策に取り

組んでまいります。 

＜企業風土づくりとリスク管理＞ 

当社が競争力を維持・向上させていくために，更なる人材育成と職場の活性化に取り組んでまいります。  

また，当社が社会から信頼され続けるため，企業の社会的責任(ＣＳＲ)を果たすべく，コンプライアンス意識の向上及

びリスクマネジメントへの取り組みを強化してまいります。 
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,078,208 894,195 

受取手形 3,645,095 2,798,070 

売掛金 15,125,534 11,425,204 

有価証券 2,000,000 － 

半製品 1,349 3,461 

原材料及び貯蔵品 1,234,085 1,180,087 

半成工事 11,343,692 － 

仕掛品 － 8,153,472 

前払費用 234,575 165,399 

繰延税金資産 1,731,976 1,776,345 

短期貸付金 5,548,216 6,842,256 

その他 592,537 1,063,893 

貸倒引当金 △32,489 △203,605 

流動資産合計 44,502,782 34,098,782 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,373,397 1,533,970 

構築物（純額） 253,567 264,900 

機械及び装置（純額） 669,129 751,483 

車両運搬具（純額） 10,056 8,033 

工具、器具及び備品（純額） 340,681 409,887 

土地 4,258,803 4,227,029 

リース資産（純額） 179,684 258,212 

建設仮勘定 10,810 71,524 

有形固定資産合計 7,096,128 7,525,042 

無形固定資産   

のれん 462,565 140,000 

電話加入権 36,977 36,977 

施設利用権 571 471 

技術使用権 659,145 490,270 

ソフトウエア 302,868 289,930 

ソフトウエア仮勘定 39,213 34,630 

無形固定資産合計 1,501,340 992,280 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 392,107 423,041 

関係会社株式 136 136 

関係会社長期貸付金 184,388 146,738 

破産更生債権等 80,827 579,869 

長期前払費用 10,884 7,324 

繰延税金資産 2,501,894 2,528,853 

敷金及び保証金 989,874 940,637 

投資不動産 1,058,829 1,056,789 

その他 290,318 294,114 

貸倒引当金 △86,296 △535,259 

投資その他の資産合計 5,422,964 5,442,245 

固定資産合計 14,020,433 13,959,568 

資産合計 58,523,216 48,058,351 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,151,821 3,568,670 

買掛金 12,858,048 6,971,630 

短期借入金 1,730,000 1,730,000 

リース債務 31,090 56,847 

未払金 722,861 849,557 

未払費用 343,239 340,656 

未払法人税等 493,627 718,124 

未払消費税等 151,303 530,291 

前受金 5,826,408 2,315,934 

預り金 57,402 58,411 

前受収益 9,880 9,971 

賞与引当金 1,433,946 1,331,094 

役員賞与引当金 8,778 13,278 

保証工事引当金 1,262,728 1,418,954 

受注工事損失引当金 806,702 1,078,465 

その他 25,841 30,499 

流動負債合計 31,913,679 21,022,385 

-8-

IHI運搬機械㈱（６３２１）平成22年３月期決算短信（非連結）



(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

リース債務 149,869 206,446 

退職給付引当金 6,422,447 6,481,729 

役員退職慰労引当金 102,150 114,220 

その他 84,726 86,847 

固定負債合計 6,759,192 6,889,242 

負債合計 38,672,871 27,911,627 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,647,499 2,647,499 

資本剰余金   

資本準備金 1,396,334 1,396,334 

資本剰余金合計 1,396,334 1,396,334 

利益剰余金   

利益準備金 537,002 537,002 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 229,452 222,908 

別途積立金 11,361,000 11,361,000 

繰越利益剰余金 3,693,519 3,975,927 

利益剰余金合計 15,820,974 16,096,838 

自己株式 △9,094 △10,499 

株主資本合計 19,855,712 20,130,172 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,720 14,734 

繰延ヘッジ損益 5,352 1,816 

評価・換算差額等合計 △5,368 16,551 

純資産合計 19,850,344 20,146,723 

負債純資産合計 58,523,216 48,058,351 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 68,588,432 63,308,555 

売上原価 58,514,484 51,964,522 

売上総利益 10,073,947 11,344,033 

販売費及び一般管理費 7,958,964 9,053,863 

営業利益 2,114,982 2,290,169 

営業外収益   

受取利息 85,366 40,676 

受取配当金 23,416 4,040 

土地建物等賃貸料 135,112 135,279 

その他 119,073 63,654 

営業外収益合計 362,968 243,651 

営業外費用   

支払利息 26,392 20,484 

その他 220,393 120,937 

営業外費用合計 246,785 141,421 

経常利益 2,231,165 2,392,399 

特別利益 38,128 － 

特別損失   

減損損失 － 31,000 

本社移転費用 － 274,382 

その他 19,281 13,349 

特別損失合計 19,281 318,732 

税引前当期純利益 2,250,012 2,073,667 

法人税、住民税及び事業税 1,110,672 1,218,216 

法人税等調整額 40,621 △74,381 

法人税等合計 1,151,294 1,143,835 

当期純利益 1,098,717 929,831 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,647,499 2,647,499 

当期末残高 2,647,499 2,647,499 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,396,334 1,396,334 

当期末残高 1,396,334 1,396,334 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,396,334 1,396,334 

当期末残高 1,396,334 1,396,334 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 537,002 537,002 

当期末残高 537,002 537,002 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 236,248 229,452 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △6,795 △6,544 

当期変動額合計 △6,795 △6,544 

当期末残高 229,452 222,908 

別途積立金   

前期末残高 11,361,000 11,361,000 

当期末残高 11,361,000 11,361,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,071,435 3,693,519 

当期変動額   

剰余金の配当 △483,429 △653,967 

固定資産圧縮積立金の取崩 6,795 6,544 

当期純利益 1,098,717 929,831 

当期変動額合計 622,083 282,408 

当期末残高 3,693,519 3,975,927 

利益剰余金合計   

前期末残高 15,205,685 15,820,974 

当期変動額   

剰余金の配当 △483,429 △653,967 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期純利益 1,098,717 929,831 

当期変動額合計 615,288 275,863 

当期末残高 15,820,974 16,096,838 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △7,947 △9,094 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,147 △1,404 

当期変動額合計 △1,147 △1,404 

当期末残高 △9,094 △10,499 

株主資本合計   

前期末残高 19,241,571 19,855,712 

当期変動額   

剰余金の配当 △483,429 △653,967 

当期純利益 1,098,717 929,831 

自己株式の取得 △1,147 △1,404 

当期変動額合計 614,141 274,459 

当期末残高 19,855,712 20,130,172 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 9,932 △10,720 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,653 25,455 

当期変動額合計 △20,653 25,455 

当期末残高 △10,720 14,734 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △65,264 5,352 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,616 △3,536 

当期変動額合計 70,616 △3,536 

当期末残高 5,352 1,816 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △55,331 △5,368 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,963 21,919 

当期変動額合計 49,963 21,919 

当期末残高 △5,368 16,551 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 19,186,240 19,850,344 

当期変動額   

剰余金の配当 △483,429 △653,967 

当期純利益 1,098,717 929,831 

自己株式の取得 △1,147 △1,404 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,963 21,919 

当期変動額合計 664,104 296,378 

当期末残高 19,850,344 20,146,723 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,250,012 2,073,667 

減価償却費 1,140,379 1,216,409 

減損損失 － 31,000 

固定資産除却損 27,157 56,927 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,329 620,078 

賞与引当金の増減額（△は減少） 139,403 △102,852 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △243 4,500 

保証工事引当金の増減額（△は減少） 169,411 156,226 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △289,362 271,763 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △226,452 59,282 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,110 12,070 

受取利息及び受取配当金 △108,782 △44,717 

支払利息 26,392 20,484 

売上債権の増減額（△は増加） △39,201 4,547,354 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,560,332 3,237,436 

未収入金の増減額（△は増加） △93,036 △420,378 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,321,258 △8,469,568 

未払金の増減額（△は減少） △113,957 29,855 

前受金の増減額（△は減少） △575,314 △3,510,474 

未払費用の増減額（△は減少） 119,788 △2,441 

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,034 378,988 

その他 142,780 △367,992 

小計 2,269,084 △202,381 

利息及び配当金の受取額 93,966 55,230 

利息の支払額 △29,831 △33,238 

法人税等の支払額 △1,580,304 △1,011,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー 752,915 △1,192,171 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △600,310 △936,043 

無形固定資産の取得による支出 △142,105 △70,044 

貸付金の回収による収入 50,000 168,319 

その他 18,382 △9,009 

投資活動によるキャッシュ・フロー △674,034 △846,778 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △100,000 － 

配当金の支払額 △482,330 △652,119 

自己株式の取得による支出 △1,147 △1,404 

その他 △9,614 △48,673 

財務活動によるキャッシュ・フロー △593,092 △702,198 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,814 △4,369 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △516,025 △2,745,517 

現金及び現金同等物の期首残高 10,921,678 10,481,969 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 76,317 － 

現金及び現金同等物の期末残高 10,481,969 7,736,452 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(6) 重要な会計方針の変更 

下記「工事契約に関する会計基準」以外は，最近の有価証券報告書（平成21年６月25日）における記載から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については，従来，請負金額10億円以上かつ工期１年以上の工事については工事進行

基準を，その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが，「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日）を当期より適用し，当期に着手した工事契約から，当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を，その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

この結果，従来の方法に比べて，売上高は103,277千円増加し，また，売上総利益，営業利益，経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ8,172千円増加しております。 

 

(7) 注記事項 

(１株当たり情報) 

項    目 前    期 当    期 

１株当たり純資産額 698円13銭 708円65銭 

１株当たり当期純利益 38円64銭 32円70銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― ― 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については，潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は，次のとおりであります。 

 前    期 当    期 

当期純利益（千円） 1,098,717 929,831 

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） 1,098,717 929,831 

普通株式の期中平均株式数（株） 28,435,245 28,431,241 

 

（持分法投資損益等） 

（前    期） 

関連会社に対する投資の金額            ―千円 

持分法を適用した場合の投資の金額       355,295千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額     89,137千円 

（注）なお，当社の関連会社に対する投資は，非連結子会社が行なっているため，当社からの直接投資額はありません。 

（当    期） 

該当事項はありません。 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 

（開示の省略） 

貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに下記の注記事項については，決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

リ－ス取引，有価証券，デリバティブ取引，関連当事者との取引，税効果会計，退職給付等 
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受注及び販売の状況 

(1) 受注高                                           （単位：千円） 

 
前    期 

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当    期 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 

  ％  ％  ％ 

パーキングシステム 34,389,684 55.9 31,030,883 57.7 △3,358,800 △9.8 

運搬・物流システム 27,148,713 44.1 22,743,420 42.3 △4,405,292 △16.2 

合計 61,538,397 100.0 53,774,303 100.0 △7,764,093 △12.6 

 

(2) 売上高                                           （単位：千円） 

 
前    期 

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当    期 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 

  ％  ％  ％ 

パーキングシステム 34,749,870 50.7 36,070,553 57.0 1,320,683 3.8 

運搬・物流システム 33,838,561 49.3 27,238,001 43.0 △6,600,559 △19.5 

合計 68,588,432 100.0 63,308,555 100.0 △5,279,876 △7.7 

 

(3) 受注残高                                          （単位：千円） 

 

 
前    期 

（平成21年３月31日） 
当    期 

（平成22年３月31日） 
前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 
  ％  ％  ％ 

パーキングシステム 28,482,510 47.4 23,442,840 46.3 △5,039,670 △17.7 

運搬・物流システム 31,661,739 52.6 27,167,158 53.7 △4,494,581 △14.2 

合計 60,144,250 100.0 50,609,998 100.0 △9,534,251 △15.9 
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役 員 の 異 動（平成22年６月24日付） 

 

１．代表取締役の異動 

(1) 新任代表取締役候補者 

代表取締役社長 大坪
おおつぼ

 英志
ひ で し

 （現：新潟トランシス株式会社 代表取締役社長） 

(2) 退任予定代表取締役 

代表取締役社長 小田原
お だ わ ら

 敬二
けいじ

 （当社顧問に就任予定） 

 

２．その他役員の異動 

(1) 新任取締役候補者 

取 締 役 島村
しまむら

 信太郎
しんたろう

 （現：当社理事 運搬・物流システム事業本部運搬・物流システム事業部長） 

取 締 役 井上
いのうえ

 芳樹
よ し き

 （現：当社理事 運搬・物流システム事業本部運搬・物流システム事業部  

  副事業部長） 

取 締 役 河原
かわはら

  泰
やすし

 （現：当社理事 運搬・物流システム事業本部営業統括部長） 

 

(2) 新任監査役候補者 

 

非 常 勤 監 査 役 渡辺
わたなべ

  寛
ひろし

 (現：株式会社ＩＨＩ ロジスティックスセクター管理部総務人事グループ部長） 

 

(3) 退任予定取締役及び監査役 

 

取 締 役 田中
たなか

 秋 峰
しゅうほう

 （株式会社ＩＨＩ技術教習所 代表取締役社長に就任予定） 

取 締 役 石垣
いしがき

 幸雄
ゆ き お

  

非 常 勤 監 査 役 飯田
い い だ

 秀和
ひでかず

  

 

(4) 役職の異動 
 

昇 格   

常 務 取 締 役 岡野
お か の

 弘道
ひろみち

 （現：取締役総務人事部長兼内部監査部長） 

 

（注）新任監査役候補 渡辺
わたなべ

 寛
ひろし

氏は，会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。 
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