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１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ： 有 

  （内容） 

   税金費用及び税効果会計については，法定実効税率をベースとした年間予測税率を用いて計算し

ております。その他金額が僅少なものにつき，一部簡便な方法を採用しております。 

 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

 

２．平成 19 年３月期第 1四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 

（１） 経営成績の進捗状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 7,621 29.0 △42 － 0 － △47 －

18 年３月期第１四半期 5,907 2.8 △7 － 28 － △338 －

（参考）18 年３月期 49,456 493 609  △628

  

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期

（当期）純利益 
 

 円 銭 円 銭

19 年３月期第１四半期 △1.69 ――― 

18 年３月期第１四半期 △11.90 ―――  

（参考）18 年３月期 △22.45 ―――  

（注） 売上高，営業利益等におけるパーセント表示は，対前年同四半期に対する増減率であります。 

 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当社の第 1四半期の業績は概ね予定どおり推移しており,売上高は 7,621 百万円となりました。 

 なお，第 1四半期の売上高は，通期業績予想（売上高 49,000 百万円）の 15.6％程度にとどまっており

ますが，これは当社の四半期業績の特性として売上高が期末に集中する傾向にあるためであります。 

 従いまして，当期の業績予想におきましても，第１及び第３四半期に比べて第２及び第４四半期のウ

ェートが高い業績予想となっております。 
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（２） 財政状態の変動状況 

 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

19 年３月期第１四半期 47,453 18,080 38.1 635.70 

18 年３月期第１四半期 38,094 18,622 48.9 654.60 

（参考）18 年３月期 49,919 18,244 36.5 641.05 

 

（３） キャッシュ・フローの状況 

 
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

19 年３月期第１四半期 △156 △634 △86 5,018 

18 年３月期第１四半期 △1,204 △1,420 △85 5,723 

（参考）18 年３月期 858 △3,223 △172 5,895 

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

特に記載すべき事項はありません。 

 

[参 考] 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

平成 18 年５月 15 日に発表いたしました平成 19 年３月期の業績予想に変更事項はありません。 

 

（注）上記の予想につきましては，本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

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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[添付資料] 

 

１．（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

当四半期 
（平成19年３月期

第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期

第１四半期末）
増減 

(参考) 
平成 18 年３月期

科目 

金額 金額 金額 
増減

率 
金額 

（資産の部） 
％ 

Ⅰ 流動資産  

 現金及び預金 1,618,493 1,623,131 △4,638  1,995,800

 受取手形 5,676,608 1,790,915 3,885,692  4,777,230

 売掛金 8,712,130 8,465,759 246,371  16,317,890

 たな卸資産 11,062,150 7,405,199 3,656,950  6,864,662

 短期貸付金 3,400,000 4,100,000 △700,000  3,900,000

 その他 1,817,511 1,249,839 567,671  1,520,905

 貸倒引当金 △88,800 △65,604 △23,196  △88,800

  流動資産合計 32,198,094 24,569,242 7,628,851 31.1 35,287,689

Ⅱ 固定資産  

 有形固定資産  

  土地 4,357,097 4,600,776 △243,678  4,357,097

  その他 2,504,075 2,270,204 233,870  2,428,759

  有形固定資産合

計 
6,861,173 6,870,980 △9,807 △0.1 6,785,857

 無形固定資産 2,847,308 1,609,008 1,238,299 77.0 2,282,578

 投資その他の資産  

  繰延税金資産 2,627,438 2,441,302 186,136  2,614,330

  その他 3,005,155 2,698,917 306,238  3,034,578

  貸倒引当金 △85,502 △94,662 9,159  △85,502

  投資その他の資

産合計 
5,547,091 5,045,557 501,534 9.9 5,563,406

  固定資産合計 15,255,573 13,525,547 1,730,026 12.8 14,631,841

資産合計 47,453,667 38,094,789 9,358,878 24.6 49,919,531
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（単位：千円） 

当四半期 
（平成19年３月期

第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期

第１四半期末）
増減 

(参考) 
平成 18 年３月期

科目 

金額 金額 金額 
増減

率 
金額 

（負債の部） ％ 

Ⅰ 流動負債  

  支払手形 8,601,455 5,284,348 3,317,106  10,143,884

  買掛金 4,324,041 2,870,195 1,453,845  6,482,590

  短期借入金 1,730,000 2,330,000 △600,000  1,730,000

  未払金 792,053 257,536 534,516  570,350

  前受金 2,972,841 － 2,972,841  1,676,937

  賞与引当金 543,981 445,853 98,128  988,423

  その他 2,716,654 1,521,191 1,195,463  2,448,824

  流動負債合計 21,681,028 12,709,126 8,971,902 70.6 24,041,010

Ⅱ 固定負債  

  長期借入金 600,000 － 600,000  600,000

  退職給付引当金 6,921,807 6,681,673 240,133  6,872,999

  その他 170,150 81,851 88,299  161,378

  固定負債合計 7,691,958 6,763,525 928,433 13.7 7,634,378

負債合計 29,372,987 19,472,651 9,900,335 50.8 31,675,388
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（単位：千円） 

当四半期 
（平成19年３月期

第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期

第１四半期末）
増減 

(参考) 
平成 18 年３月期

科目 

金額 金額 金額 
増減

率 
金額 

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 － 2,647,499 －  2,647,499

Ⅱ 資本剰余金 － 1,396,334 －  1,396,334

Ⅲ 利益剰余金 － 14,524,622 －  14,149,648

Ⅳ その他有価証券

評価差額金 
－ 56,671 －  55,711

Ⅴ 自己株式 － △2,988 －  △5,051

資本合計 － 18,622,138 － － 18,244,142

負債・資本合計 － 38,094,789 － － 49,919,531

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

   資本金 2,647,499 － －  －

   資本剰余金 1,396,334 － －  －

   利益剰余金 14,005,903 － －  －

   自己株式 △5,721 － －  －

   株主資本合計 18,044,015 － －  －

Ⅱ 評価・換算差額等  
   その他有価証

券評価差額金 
36,664 － －  －

   評価・換算差額

等合計 
36,664 － －  －

純資産合計 18,080,680 － － － －

負債・純資産合計 47,453,667 － － － －
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２．（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

当四半期 

（平成 19 年３月期

 第１四半期） 

前年同四半期 

（平成 18 年３月期

 第１四半期） 

増減 
(参考) 

平成 18 年３月期 科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

  ％ ％ ％ ％

Ⅰ 売上高 7,621,765 100.0 5,907,790 100.0 1,713,975 29.0 49,456,208 100.0

Ⅱ 売上原価 6,025,637 79.1 4,783,401 81.0 1,242,236 26.0 43,171,627 87.3

   売上総利益 1,596,127 20.9 1,124,388 19.0 471,739 42.0 6,284,581 12.7

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
1,638,494 21.5 1,132,266 19.1 506,228 44.7 5,791,248 11.7

営業利益又は営

業損失（△） 
△42,366 △0.6 △7,877 △0.1 △34,488 － 493,332 1.0

Ⅳ 営業外収益 72,425 1.0 84,361 1.4 △11,936  386,424 0.8

Ⅴ 営業外費用 29,121 0.4 48,153 0.8 △19,032  270,037 0.6

経常利益 937 0.0 28,330 0.5 △27,392 － 609,720 1.2

Ⅵ 特別損失 － － 599,000 10.2 △599,000  952,044 1.9

税引前四半期純利

益又は税引前四半

期（当期）純損失

（△） 

937 0.0 △570,669 △9.7 571,607 － △342,324 △0.7 

  法人税，住民税及

び事業税 
48,926 △232,148 281,074  902,408

 法人税等調整額 － － －  △616,580

 四半期純損失（△）又

は当期純損失（△） 
△47,988 △0.6 △338,521 △5.7 290,533 － △628,153 △1.3

      

（注） 当四半期及び前年同四半期における税金費用については，簡便な方法を採用しているため，法人税等調整額は

「法人税，住民税及び事業税」に含めて記載しております。 
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当四半期 

（平成 19 年３月期

 第１四半期） 

前年同四半期 

（平成 18 年３月期 

 第１四半期） 

(参考) 

平成 18 年３月期 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益又は税引前四

半期（当期）純損失（△） 
937 △570,669 △342,324 

   減価償却費 242,394 152,357 783,899 

   減損損失 － 599,000 842,672 

   賞与引当金の増減額 △444,441 △371,536 171,033 

   退職給付引当金の増減額 48,807 △71,980 119,345 

   受取利息及び受取配当金 △11,689 △42,419 △113,464 

   支払利息 4,500 4,345 17,589 

   売上債権の増減額 6,706,392 2,322,415 △8,515,681 

   たな卸資産の増減額 △4,197,488 △2,500,773 450,606 

   仕入債務の増減額 △3,700,977 △170,448 8,301,481 

   未払金の増減額 △30,334 △78,634 166,799 

   その他 1,997,851 △82,206 △453,626 

小計 615,953 △810,552 1,428,329 

   利息及び配当金の受取額 11,689 42,419 106,849 

   利息の支払額 △4,500 △4,345 △17,605 

   法人税等の支払額 △779,656 △431,775 △659,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,514 △1,204,253 858,071 

Ⅱ 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 △281,604 △112,833 △354,839 

   無形固定資産の取得による支出 △352,605 △1,305,550 △1,417,960 

   その他 △450 △2,272 △1,450,957 

投資活動によるキャッシュ・フロー △634,659 △1,420,656 △3,223,757 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   配当金の支払額 △85,444 △85,500 △170,265 

   その他 △670 △287 △2,350 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △86,114 △85,787 △172,615 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 － 273 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △877,307 △2,710,697 △2,538,028 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,895,800 8,433,829 8,433,829 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期（期末）残高 5,018,493 5,723,131 5,895,800 
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４．生産，受注及び販売の状況 
生産実績                                    (単位：千円)

 当四半期 
（平成 19 年３月期 
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成 18 年３月期 
 第１四半期） 

(参考) 
平成 18 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 6,951,496 60.4 6,173,991 69.4 27,152,889 55.4 

運搬・物流システム 4,560,377 39.6 2,722,780 30.6 21,828,549 44.6 

合計 11,511,873 100.0 8,896,772 100.0 48,981,438 100.0 

 

受注高                                     (単位：千円)

 当四半期 
（平成 19 年３月期 
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成 18 年３月期 
 第１四半期） 

(参考) 
平成 18 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 9,549,979 58.7 5,002,611 45.8 25,543,809 57.4 

運搬・物流システム 6,711,821 41.3 5,925,436 54.2 18,972,151 42.6 

合計 16,261,801 100.0 10,928,048 100.0 44,515,960 100.0 

 

売上高                                     (単位：千円)

 
当四半期 

（平成 19 年３月期 
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成 18 年３月期 
 第１四半期） 

(参考) 
平成 18 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 5,434,874 71.3 4,301,846 72.8 26,586,009 53.8 

運搬・物流システム 2,186,891 28.7 1,605,943 27.2 22,870,199 46.2 

合計 7,621,765 100.0 5,907,790 100.0 49,456,208 100.0 

 

受注残高                                    (単位：千円)

 
当四半期 

（平成 19 年３月期 
 第１四半期末） 

前年同四半期 
（平成 18 年３月期 
 第１四半期末） 

(参考) 
平成 18 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 24,926,411 53.9 17,352,593 55.3 20,811,306 55.3 

運搬・物流システム 21,323,204 46.1 14,015,995 44.7 16,798,274 44.7 

合計 46,249,616 100.0 31,368,589 100.0 37,609,581 100.0 
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