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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 18,236 46.2 934 ― 951 ― 474 ―
21年3月期第1四半期 12,473 ― △30 ― 72 ― 21 ―

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

22年3月期第1四半期 16.69 ―
21年3月期第1四半期 0.75 ―

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月期第1四半期 52,260 19,979 38.2 702.71
21年3月期 58,523 19,850 33.9 698.13

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,979百万円 21年3月期  19,850百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.00 ― 13.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

36,000 25.1 1,200 267.0 1,200 180.7 600 168.2 21.08

通期 64,000 △6.7 2,000 △5.4 2,000 △10.4 900 △18.1 31.62
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は，４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は，４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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月期第1四半期 28,459,991株 21年3月期  28,459,991株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  27,740株 21年3月期  26,540株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 28,432,649株 21年3月期第1四半期 28,436,493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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は，世界的な経済情勢の後退が昨年度に引き続き継続して

おり，企業収益の回復に向けた動きは鈍く雇用情勢も悪化し，個人消費も低迷するなど回復の兆しは一

向に見られず，景気の先行きは依然不透明な情勢であります。 

このような経営環境の中，当社の第１四半期会計期間の受注高は，12,312 百万円（前年同期比 41.8％

減）となりました。また，売上高は，18,236 百万円（前年同期比 46.2％増）となりました。 

損益面につきましては，経常利益 951 百万円，四半期純利益は 474 百万円となりました。 

 

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，メンテナンス・改修工事は堅調に推移しましたが，駐車装置本体のうち，主にエレベータ

パーキングが減少し，8,575 百万円（前年同期比 34.2％減）となりました。 

売上高は，駐車装置本体のうち，エレベータパーキングが増加し，またメンテナンス・改修工事も堅

調に推移し，8,357 百万円（前年同期比 35.4％増）となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

受注高は，クレーン改修工事は堅調に推移しましたが，標準型クレーン，荷役運搬設備が減少し，3,736

百万円（前年同期比 54.0％減）となりました。 

売上高は，標準型クレーンは減少しましたが，荷役運搬設備，クレーン改修工事が増加し，9,878 百

万円（前年同期比 56.7％増）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は，前事業年度末に対して 6,262 百万円減少し，52,260 百万円（前期

比 10.7％減）となりました。これは主に，たな卸資産等が減少したことによるものであります。 

負債は，前事業年度末に対して 6,391 百万円減少し，32,281 百万円（前期比 16.5％減）となりました。

これは主に，支払手形及び買掛金，前受金等が減少したことによるものであります。 

純資産は，前事業年度末に対して129百万円増加し，19,979百万円（前期比0.7％増）となりました。

これは主に，配当金の支払による減少があるものの，四半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。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては，平成 21 年５月８日の決算発表時に公表した業績予想を１ページ「３．平成

22 年３月期の業績予想」のとおり修正いたします。 

詳細につきましては，本日（平成 21 年８月３日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 
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４．その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 
 
１ たな卸資産の評価方法 

当第1四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては，一部実地たな卸しを省略し，前事業年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また，たな卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり，簿価切下げを行なう方法によっております。 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得，売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお，定率法を採用している資産については，事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

３ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては，前事業年度末以降に経営環境等，かつ，一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので，前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
 

税金費用の計算 

当事業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もり，税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 
 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き，表示方法等の変更 2) 
 
（工事契約に関する会計基準） 
 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き，表示方法等の変 

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）を当第１四半期会計期間より適用し，当第

１四半期会計期間に着手した工事契約から，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225,862千円増加，また，売上総利益，営業利益，経常利

益及び税引前四半期純利益はそれぞれ14,084千円増加しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,878,665 3,078,208

受取手形及び売掛金 16,610,182 18,770,630

たな卸資産 10,146,275 12,579,127

短期貸付金 4,841,862 5,548,216

その他 4,961,404 4,559,088

貸倒引当金 △35,798 △32,489

流動資産合計 38,402,592 44,502,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,258,803 4,258,803

その他（純額） 2,754,586 2,837,325

有形固定資産合計 7,013,390 7,096,128

無形固定資産 1,361,215 1,501,340

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,500,032 2,501,894

その他 3,068,557 3,007,366

貸倒引当金 △85,093 △86,296

投資その他の資産合計 5,483,496 5,422,964

固定資産合計 13,858,102 14,020,433

資産合計 52,260,694 58,523,216

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,183,985 19,009,869

短期借入金 1,730,000 1,730,000

未払法人税等 468,807 493,627

前受金 3,322,232 5,826,408

賞与引当金 719,422 1,433,946

保証工事引当金 1,404,009 1,262,728

受注工事損失引当金 469,108 806,702

その他 1,377,837 1,350,397

流動負債合計 25,675,403 31,913,679

固定負債   

退職給付引当金 6,293,838 6,422,447

その他 311,809 336,745

固定負債合計 6,605,647 6,759,192

負債合計 32,281,051 38,672,871
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,647,499 2,647,499

資本剰余金 1,396,334 1,396,334

利益剰余金 15,925,801 15,820,974

自己株式 △9,447 △9,094

株主資本合計 19,960,188 19,855,712

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,836 △10,720

繰延ヘッジ損益 618 5,352

評価・換算差額等合計 19,455 △5,368

純資産合計 19,979,643 19,850,344

負債純資産合計 52,260,694 58,523,216
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,473,418 18,236,111

売上原価 10,652,024 15,366,504

売上総利益 1,821,393 2,869,607

販売費及び一般管理費 1,851,690 1,934,979

営業利益又は営業損失（△） △30,296 934,627

営業外収益   

受取利息 24,097 13,974

受取配当金 22,743 3,303

その他 74,749 34,403

営業外収益合計 121,590 51,682

営業外費用   

支払利息 6,564 5,349

その他 11,997 29,576

営業外費用合計 18,561 34,925

経常利益 72,732 951,384

特別利益 31,184 －

特別損失 － 550

税引前四半期純利益 103,916 950,834

法人税、住民税及び事業税 82,472 476,358

法人税等調整額 － －

法人税等合計 82,472 476,358

四半期純利益 21,444 474,475
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 103,916 950,834

減価償却費 277,219 291,483

賞与引当金の増減額（△は減少） △567,435 △714,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） △143,341 △128,608

保証工事引当金の増減額（△は減少） △100,642 141,281

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 86,231 △337,594

受取利息及び受取配当金 △46,840 △17,278

支払利息 6,564 5,349

売上債権の増減額（△は増加） 4,255,682 2,160,448

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,541,845 2,432,834

仕入債務の増減額（△は減少） △1,556,482 △2,825,883

前受金の増減額（△は減少） 785,877 △2,504,176

未払消費税等の増減額（△は減少） △206,800 △153,942

その他 99,971 △172,401

小計 452,073 △872,177

利息及び配当金の受取額 40,976 13,913

利息の支払額 △6,344 △7,966

法人税等の支払額 △973,851 △487,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △487,146 △1,353,361

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 △302,815 △152,942

無形固定資産の取得による支出 △7,743 △21,395

その他 48,947 △264

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,610 △174,602

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △284,474 △369,685

その他 △137 △7,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,611 △377,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,520 △1,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,028,847 △1,907,576

現金及び現金同等物の期首残高 10,921,678 10,481,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,892,830 8,574,393
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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６．四半期受注及び販売の状況 
 

受注高                                     (単位：千円)

 前四半期 
（平成 21 年３月期 
 第１四半期） 

当四半期 
（平成 22 年３月期 
 第１四半期） 

前期 
（平成 21 年３月期） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 13,040,364 61.6 8,575,854 69.7 34,389,684 55.9 

運搬・物流システム 8,124,972 38.4 3,736,380 30.3 27,148,713 44.1 

合計 21,165,337 100.0 12,312,235 100.0 61,538,397 100.0 

 

売上高                                     (単位：千円)

 
前四半期 

（平成 21 年３月期 
 第１四半期） 

当四半期 
（平成 22 年３月期 
 第１四半期） 

前期 
（平成 21 年３月期） 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 6,170,266 49.5 8,357,466 45.8 34,749,870 50.7 

運搬・物流システム 6,303,151 50.5 9,878,644 54.2 33,838,561 49.3 

合計 12,473,418 100.0 18,236,111 100.0 68,588,432 100.0 

 

受注残高                                    (単位：千円)

 
前四半期 

（平成 21 年３月期 
 第１四半期末） 

当四半期 
（平成 22 年３月期 
 第１四半期末） 

前期 
（平成 21 年３月期末）

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 
 ％ ％ ％

パ－キングシステム 35,712,795 47.1 28,700,898 52.9 28,482,510 47.4 

運搬・物流システム 40,173,408 52.9 25,519,475 47.1 31,661,739 52.6 

合計 75,886,204 100.0 54,220,374 100.0 60,144,250 100.0 
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