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(財)財務会計基準機構会員

平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 平成 19 年 10 月 26 日

上場会社名  石川島運搬機械株式会社 上場取引所 東証二部 

ｺｰﾄﾞ番号：6321 URL http://www.iuk.co.jp 

代  表  者 代表取締役社長 小田原 敬二  

問合せ先責任者 常務取締役企画財務部長 丸山 正和  TEL (03)5550-5321

半期報告書提出予定日 平成 19 年 12 月 14 日 配当支払開始日 平成 19 年 12 月３日  

（百万円未満切捨て）

１．19 年９月中間期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

(1) 経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 26,459 17.6 930 139.2 923 100.0 471 113.1

18年９月中間期 22,503 40.8 389 440.0 461 306.5 221 －

19 年３月期 53,366 ― 943 ― 1,109 ― 542 ―
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
 円 銭 円 銭

19年９月中間期 16.57 ―――――― 

18年９月中間期 7.77 ―――――― 

19 年３月期 19.09 ―――――― 
   
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 －百万円 18 年９月中間期 －百万円 19 年３月期 53 百万円

 

(2) 財政状態 

 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９月中間期 51,981 18,835 36.2 662.33 

18年９月中間期 48,581 18,335 37.7 644.69 

19 年３月期 53,695 18,511 34.5 650.91 
 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 18,835 百万円 18 年９月中間期 18,335 百万円 19 年３月期 18,511百万円  

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物 
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 1,268 △161 △142 8,448 

18年９月中間期 3,393 △1,097 △86 8,108 

19 年３月期 3,248 △1,430 △229 7,487 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

19 年３月期 ――― 5.00 ――― 5.00 10.00 

20 年３月期(実績) ――― 7.00   

20 年３月期(予想)   ――― 7.00 
14.00 

 

 

３．20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％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 
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 60,000 12.4 1,800 90.7 1,900 71.2 950 75.0 33.38 
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４．その他 

(1) 中間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 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

（注）詳細は，15 頁「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 

(2) 発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数 

(自己株式を含む) 

19 年９月 

中間期 

28,459,991 株 18 年９月 

中間期 

28,459,991 株 19 年３月期 28,459,991 株

② 期末自己株式数 19 年９月 

中間期 

21,942 株 18 年９月 

中間期 

18,842 株 19 年３月期 21,042 株

(注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については，16 頁「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

 

※ 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。なお，上記予想の内容につきましては，５頁を

ご参照ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間期におけるわが国経済は，原油や原材料の価格高騰，世界的な株価の急落などの不安要素はあるものの，好調

な企業業績を背景に，民間設備投資の伸長や雇用情勢の改善など緩やかな景気拡大基調が続きました。このような経営

環境のなか，当社は当中間期及び当期の業績予想数値の上方修正を行ないました。 

当中間期の受注高は，39,589 百万円（前年同期比 2.7％減）と前年同期並みの高水準の受注高を確保することができ

ました。 

売上高は，事業規模の拡大や製品需要の増加を背景に 26,459 百万円（前年同期比 17.6％増）となりました。損益面に

つきましては，調達費や建設費の削減を推し進めるとともに，選別受注による利益確保にも注力し，採算性の向上や工

事管理体制の強化に全社を挙げて取組んでまいりました。また，メンテナンス事業の強化を図ることにより，安定的な

収益性の確保にも努めてまいりました。この結果，経常利益は 923 百万円（前年同期比 100.0％増）となりました。また，

中間純利益は 471 百万円（前年同期比 113.1％増）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，二・多段式駐車装置本体の増加などにより，19,308 百万円（前年同期比 6.6％増）となりました。 

売上高は，標準型駐車装置本体及び改修工事などの増加があり，14,542 百万円（前年同期比 10.7％増）となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

 受注高は，揚運炭設備の期ずれや物流機器の減少により，20,281 百万円（前年同期比 10.1％減）となりました。 

売上高は，ほとんどの機種で前年同期を上回り，11,917 百万円（前年同期比 27.3％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，たな卸資産の増加や仕入債務の減少があったもの

の，売上債権の回収が堅調に推移し，前期末に比べ 961 百万円増加し，当期末は 8,448 百万円（前年同期比 4.2%増）と

なりました。 

当中間期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，仕掛かり工事によるたな卸資産の増加や仕入債務の減少に伴う支出があったも

のの，売上債権の堅調な回収や工事代金の前受金の増加により，結果として 1,268 百万円（前年同期比 62.6％減）とな

りました。 

（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による資金の支出は，161 百万円（前年同期比 85.2％減）となりました。これは，主に設備投

資等の支出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による資金の支出は，前年同期に比べ 56 百万円増加し，142 百万円（前年同期比 64.8%増）と

なりました。主な支出は，配当金の支払によるものであります。 

当期のキャッシュ・フローの見通しは，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については，現

状の短期と長期の合計で 2,330 百万円の借入金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考え

ております。 
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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 16 年 

３月期 

平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 19 年 

９月中間期 

自己資本比率（％） 49.8 46.8 36.5 34.5 36.2

時価ベースの自己資本比率（％） 22.1 23.4 29.9 29.1 29.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.5 ― 2.7 0.7 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 255.8 ― 48.7 145.0 88.4

（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。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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，当期の配当は，１株当たり 14 円（中間期７円，期末７円）の配当を実施する予定であります。 

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 19 年６月 27 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) 会社の経営の基本方針 

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

テムの両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 

今後の見通しにつきましては，世界的な観点では景気の先行きに対するいくつかの懸念が広がっているものの，景気

の減速は軽微なものに留まり，全般的には安定的な成長を続けるものと見られております。一方，国内経済は個人消費

に弱さがあるものの，企業の設備投資意欲は衰えておらず，底堅く拡大するものと見られております。このような環境

の中，当社は運搬・物流システム事業及びパーキングシステム事業の収益基盤を強固なものにして，持続的な成長を目

指してまいります。 

国内外の好調な受注環境においては，顧客ニーズに対応できる受注体制で引き続き取り組んでまいります。同時に選

別受注による利益確保にも注力し，メンテナンス物件の拡大により収益性を確保するとともに，製品のライフサイクル

全般にわたるサービスを顧客に提供してまいります。 

受注は増加しておりますが，特に大型案件に対しては専門の組織をあてて，納期・品質・利益ともに高い水準を維持

できるよう，工事管理体制の一層の強化を推進いたします。また，設計技術・生産技術においても強化することを継続

して取り組みます。国内においては生産拠点である沼津工場及び安浦工場の設備改善を進めて，競争力のある生産体制

を構築してまいります。海外においても中国や東南アジアで展開している生産活動においては工事の管理を徹底的に行

なうことで，コストダウンと同時に品質の向上を実現します。 

また，事業活動においてはコンプライアンス（法令遵守）を徹底するためにガイドブックの配布や社内での教育を続

けてまいります。内部統制体制も強化し，リスクマネジメントを強固にすることで経営の品質を高めてまいります。 

当社といたしましては，このような事業全般にわたる取り組みを行うことで企業価値を向上させるとともに，顧客に

信頼されるブランドの確立を目指してまいります。 

以上のことがらを踏まえて，当期の業績予想につきましては，売上高 60,000 百万円（前期比 12.4%増），営業利益 1,800

百万円（前期比 90.7%増），経常利益 1,900 百万円（前期比 71.2%増），当期純利益 950 百万円（前期比 75.0%増）と見通

しております。 
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中間貸借対照表 

（単位：千円）

 

当中間期 

（平成 19 年９月

30 日現在） 

前年中間期 

（平成 18 年９月

30 日現在） 

前  期 

（平成 19 年３月

31 日現在） 

前年中間期比 前期比 

区  分 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金  1,348,960 2,704,457 1,237,463 △1,355,496 111,497

受取手形  6,218,278 4,131,444 5,470,012 2,086,834 748,265

売掛金  9,297,267 9,481,018 14,287,887 △183,751 △4,990,619

有価証券  ― 1,003,639 ― △1,003,639 ―

たな卸資産  11,244,201 9,976,647 9,654,701 1,267,554 1,589,500

短期貸付金  7,100,000 4,400,000 6,250,000 2,700,000 850,000

その他  2,281,805 1,651,588 1,816,668 630,217 465,137

貸倒引当金  △34,586 △60,234 △72,932 25,648 38,346

  流動資産合計  37,455,927 33,288,561 38,643,800 4,167,366 △1,187,872

Ⅱ 固定資産   

 有形固定資産   

 土地  4,329,083 4,339,097 4,339,097 △10,014 △10,014

 その他  2,482,820 2,605,381 2,604,349 △122,560 △121,528

  有形固定資産 合計 6,811,904 6,944,479 6,943,446 △132,575 △131,542

 無形固定資産 2,199,625 2,719,119 2,492,003 △519,494 △292,377

  繰延税金資産  2,599,105 2,697,322 2,649,615 △98,216 △50,510

 その他  3,019,600 3,013,064 3,045,333 6,536 △25,732

 貸倒引当金  △104,311 △80,587 △79,038 △23,723 △25,272

  投資その他の資産合計 5,514,394 5,629,798 5,615,909 △115,404 △101,515

  固定資産 合計  14,525,924 15,293,398 15,051,360 △767,473 △525,436

  資産 合計  51,981,852 48,581,959 53,695,161 3,399,892 △1,713,308

  

 



石川島運搬機械㈱(6321)平成 19 年９月期 中間決算短信(非連結) 

 - 7 -

 

中間貸借対照表 

（単位：千円）

 

当中間期 

（平成 19 年 9 月

30 日現在） 

前年中間期 

（平成 18 年 9 月

30 日現在） 

前  期 

（平成 19 年３月

31 日現在） 

前年中間期比 前期比 

区  分 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

支払手形  7,107,435 8,116,089 10,460,004 △1,008,653 △3,352,568

買掛金  7,742,703 5,483,053 6,785,233 2,259,649 957,469

短期借入金  1,730,000 1,730,000 1,730,000 ― ―

一年内返済予定 

長期借入金 
 500,000 ― 500,000 500,000 ―

未払金  640,828 661,428 767,077 △20,599 △126,248

未払法人税等  444,737 375,645 305,995 69,091 138,741

前受金  4,696,236 2,893,339 3,848,036 1,802,896 848,199

賞与引当金  1,146,211 1,008,478 1,091,706 137,733 54,505

役員賞与引当金  4,510 11,040 10,488 △6,529 △5,977

保証工事引当金  861,099 587,979 748,553 273,119 112,545

受注工事損失引当金  906,540 1,145,553 1,021,816 △239,013 △115,276

その他  387,159 482,387 769,130 △95,228 △381,970

  流動負債 合計  26,167,461 22,494,994 28,038,041 3,672,467 △1,870,579

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 100,000 600,000 100,000 △500,000 ―

退職給付引当金 6,716,997 6,974,416 6,852,876 △257,419 △135,879

役員退職慰労引当金 89,260 95,500 111,090 △6,240 △21,830

その他  72,857 81,872 81,848 △9,015 △8,991

  固定負債 合計  6,979,114 7,751,789 7,145,815 △772,674 △166,700

  負債 合計 33,146,575 30,246,783 35,183,856 2,899,792 △2,037,280
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中間貸借対照表 

（単位：千円）

 

当中間期 

（平成 19 年 9 月

30 日現在） 

前年中間期 

（平成 18 年 9 月

30 日現在） 

前  期 

（平成 19 年３月

31 日現在） 

前年中間期比 前期比 

区  分 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 資本金 2,647,499 2,647,499 2,647,499 ― ―

 資本剰余金  

  資本準備金 1,396,334 1,396,334 1,396,334 ― ―

 利益剰余金  

  利益準備金 537,002 537,002 537,002 ― ―

  その他利益剰余金  

   固定資産圧縮積立金 239,782 247,000 243,317 △7,218 △3,534

   別途積立金 11,361,000 11,361,000 11,361,000 ― ―

   繰越利益剰余金 2,645,732 2,130,010 2,313,159 515,721 332,572

  利益剰余金 合計 14,783,517 14,275,013 14,454,478 508,503 329,038

 自己株式 △7,278 △6,179 △6,787 △1,098 △490

  株主資本 合計 18,820,072 18,312,667 18,491,524 507,404 328,547

Ⅱ 評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金 28,079 31,433 36,259 △3,354 △8,180

 繰延ヘッジ損益 △12,875 △8,924 △16,480 △3,950 3,604

  評価・換算差額等 合計 15,204 22,509 19,779 △7,304 △4,575

  純資産 合計 18,835,276 18,335,176 18,511,304 500,099 323,971

  負債・純資産 合計 51,981,852 48,581,959 53,695,161 3,399,892 △1,713,308
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中間損益計算書 

(単位：千円)

当中間期 前年中間期 前  期 

自 平成 19 年４月 1 日 自 平成 18 年４月 1 日 自 平成 18 年４月 1 日  

 至 平成 19 年９月 30 日 至 平成 18 年９月 30 日 

前年中間期

増減 至 平成 19 年３月 31 日 

区分 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 金  額 百分比

  % %  %

Ⅰ 売上高 26,459,445 100.0 22,503,105 100.0 3,956,339 53,366,705 100.0

Ⅱ 売上原価 21,995,645 83.1 18,757,462 83.4 3,238,183 45,678,414 85.6

  売上総利益 4,463,799 16.9 3,745,643 16.6 718,156 7,688,291 14.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,532,946 13.4 3,356,516 14.9 176,430 6,744,561 12.6

  営業利益 930,852 3.5 389,127 1.7 541,725 943,729 1.8

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息 19,408 11,075 8,332 25,756

   その他 75,673 106,272 △30,598 273,887

   営業外収益 合計 95,081 0.4 117,347 0.5 △22,266 299,644 0.6

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息 14,129 10,263 3,866 22,585

   その他 87,963 34,246 53,717 110,911

   営業外費用 合計 102,093 0.4 44,509 0.1 57,583 133,497 0.3

  経常利益 923,841 3.5 461,965 2.1 461,876 1,109,876 2.1

Ⅵ 特別利益 32,099 0.1 28,004 0.1 4,094 12,981 0.0

Ⅶ 特別損失 3,364 0.0 18,268 0.1 △14,904 18,898 0.0

  税引前中間（当期）
純利益 

952,577 3.6 471,702 2.1 480,875 1,103,959 2.1

  法人税，住民税及び事

業税 
456,944 1.7 394,882 1.7 62,061 708,044 1.4

  法人税等調整額 24,395 0.1 △144,302 △0.6 168,697 △146,877 △0.3

  中間（当期）純利益 471,238 1.8 221,121 1.0 250,116 542,792 1.0
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中間株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
 

資本 

準備金 

 

資本剰余金

合計 

 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成 19年３月 31日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 243,317 11,361,000 2,313,159

当中間期変動額    

剰余金の配当    △142,199

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
 △3,534  3,534

中間純利益    471,238

自己株式の取得    

株主資本以外の項目

の当中間期変動額 
   

当中間期変動額合計 － － － － △3,534 － 332,572

平成 19年９月 30日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 239,782 11,361,000 2,645,732

 

 評価・換算差額金等  

 
項 目 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 

評価・換算差

額金等合計 
純資産合計

平成 19年３月 31日 

残高 
14,454,478 △6,787 18,491,524 36,259 △16,480 19,779 18,511,304

当中間期変動額   

剰余金の配当 △142,199 △142,199  △142,199

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
  

中間純利益 471,238 471,238  471,238

自己株式の取得  △490 △490  △490

株主資本以外の項目

の当中間期変動額 
 △8,180 3,604 △4,575 △4,575

当中間期変動額合計 329,038 △490 328,547 △8,180 3,604 △4,575 323,971

平成 19年９月 30日 

残高 
14,783,517 △7,278 18,820,072 28,079 △12,875 15,204 18,835,276
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中間株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
 

資本 

準備金 

 

資本剰余金

合計 

 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成 18年３月 31日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 258,378 11,361,000 1,993,267

当中間期変動額    

剰余金の配当    △85,329

利益処分による役

員賞与 
   △10,427

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
 

△11,377 

(△7,694) 
 11,377

中間純利益    221,121

自己株式の取得    

株主資本以外の項目

の当中間期変動額 
   

当中間期変動額合計 － － － －
△11,377 

(△7,694) 
－ 136,742

平成 18年９月 30日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 247,000 11,361,000 2,130,010

 

 評価・換算差額金等  

 
項 目 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 

評価・換算差

額金等合計 
純資産合計

平成 18年３月 31日 

残高 
14,149,648 △5,051 18,188,431 55,711 － 55,711 18,244,142

当中間期変動額   

剰余金の配当 △85,329 △85,329  △85,329

利益処分による役

員賞与 
△10,427 △10,427  △10,427

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
  

中間純利益 221,121 221,121  221,121

自己株式の取得  △1,128 △1,128  △1,128

株主資本以外の項目

の当中間期変動額 
 △24,277 △8,924 △33,202 △33,202

当中間期変動額合計 125,364 △1,128 124,236 △24,277 △8,924 △33,202 91,033

平成 18年９月 30日 

残高 
14,275,013 △6,179 18,312,667 31,433 △8,924 22,509 18,335,176

 (注) 「固定資産圧縮積立金の取崩し」の下段（  ）内は，前期の利益処分によるものであり，内数表示をしております。 
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株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

資本金 
 

資本 

準備金 

 

資本剰余金

合計 

 

利益 

準備金 
固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成 18年３月 31日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 258,378 11,361,000 1,993,267

当期変動額   

利益処分による配

当 
  △85,329

利益処分による役

員賞与 
  △10,427

剰余金の配当 

（中間） 
  △142,205

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
 

△15,061 

(△7,694）
15,061

当期純利益   542,792

自己株式の取得   

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

  

当期変動額合計 ― ― ― ―
△15,061 

(△7,694）
― 319,891

平成 19年３月 31日 

残高 
2,647,499 1,396,334 1,396,334 537,002 243,317 11,361,000 2,313,159

 

 評価・換算差額等   

利益剰余金

合計 
自己株式

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算差

額等合計 
純資産合計

平成 18年３月 31日 

残高 
14,149,648 △5,051 18,188,431 55,711 － 55,711 18,244,142

当期変動額    

利益処分による利

益配当 
△85,329 △85,329   △85,329

利益処分による役

員賞与 
△10,427 △10,427   △10,427

剰余金の配当 

（中間） 
△142,205 △142,205   △142,205

固定資産圧縮積立

金の取崩し 
   

当期純利益 542,792 542,792   542,792

自己株式の取得  △1,736 △1,736   △1,736

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額） 

 △19,451 △16,480 △35,931 △35,931

当期変動額合計 304,829 △1,736 303,093 △19,451 △16,480 △35,931 267,161

平成 19年３月 31日 

残高 
14,454,478 △6,787 18,491,524 36,259 △16,480 19,779 18,511,304

 （注） 「固定資産圧縮積立金の取崩し」の下段（  ）内は，前期の利益処分によるものであり，内数表示をしており

ます。 
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中間キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

当中間期 前年中間期 前   期 

自 平成19年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成18年４月１日
 
 

至 平成19年９月30日 至 平成18年９月30日 至 平成19年３月31日

区  分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前中間（当期）純利益  952,577 471,702 1,103,959

 減価償却費  511,782 480,800 989,590

 減損損失  2,000 18,000 18,000

 貸倒引当金の減少額  △13,073 △33,480 △22,331

 賞与引当金の増加額  54,505 20,055 103,283

 役員賞与引当金の増減額  △5,977 11,040 10,488

 保証工事引当金の増加額  112,545 33,802 194,377

 受注工事損失引当金の増減額  △115,276 315,233 191,496

 退職給付引当金の増減額  △135,879 101,416 △20,123

 役員退職慰労引当金の増減額  △21,830 15,970 31,560

 受取利息及び受取配当金  △24,766 △20,956 △95,811

 支払利息  14,129 10,263 22,585

 売上債権の減少額  4,242,354 7,482,658 1,337,221

 たな卸資産の増加額  △1,618,978 △3,111,985 △2,790,038

 仕入債務の増減額  △2,395,098 △3,027,332 618,762

 未払金の増減額  △64,086 100,688 219,016

 前受金の増加額  848,199 1,216,402 2,171,099

 未払消費税等の増減額  △293,188 ― 275,899

 その他  △507,118 53,426 △34,495

 小計  1,542,820 4,137,704 4,324,538

 利息及び配当金の受取額  20,276 16,655 87,135

 利息の支払額  △14,344 △10,116 △22,411

 法人税等の支払額  △291,335 △750,348 △1,140,997

 その他  10,799 ― ―

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,268,215 3,393,894 3,248,264

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  △170,871 △360,214 △577,690

 無形固定資産の取得による支出  △17,783 △747,823 △130,237

 その他  26,690 10,320 △722,263

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △161,964 △1,097,717 △1,430,191
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中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当中間期 前年中間期 前   期 

自 平成19年４月１日 自 平成18年４月１日 自 平成18年４月１日 

至 平成19年９月30日 至 平成18年９月30日 至 平成19年３月31日

区  分 金 額 金 額 金 額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △142,199 △85,420 △227,517

その他  △429 △1,128 △1,736

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △142,629 △86,548 △229,253

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,123 2,667 2,842

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  961,497 2,212,295 1,591,662

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,487,463 5,895,800 5,895,800

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  8,448,960 8,108,096 7,487,463
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項）  
 

当中間期 前年中間期 前   期 

固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

(1) 平成10年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法によっております。 

(2) 平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

(3) 平成19年４月１日以後に取得した

もの 

定額法によっております。 

建物以外 

(1) 平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法によっております。 

(2) 平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法によっております。 

固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法。ただし，平成 10 年４月１

日以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)については，定額法。

 

固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法。ただし，平成 10 年４月１

日以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)については，定額法。

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律  平成 19 年

３月 30 日  法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政

令  平成 19 年３月 30 日  政令第

83 号））に伴ない，平成 19 年４月

１日以降に取得したものについて

は，改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。これに伴

ない，前中間期と同一の方法によ

った場合と比べて，経常利益，税

引前中間純利益が 13,746 千円そ

れぞれ減少しております。  

（追加情報）  

な お ，平 成 19年 ３月 31日 以 前に

取得したものについては，償却可

能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法に

よっております。  

当 該 変更 に伴 な う損 益に 与 える

影響は，軽微であります。  

  

（注） なお，上記「固定資産の減価償却の方法（有形固定資産）」以外は，最近の半期報告書（平成 18 年 12 月 15 日提出）

における記載から重要な変更がないため表示を省略しております。 
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注記事項 

（持分法投資損益等） 

（当中間期）  

当中間期につきましては，損益等からみて重要性が乏しいため記載しておりません。 

（前中間期）  

当社の関連会社は，損益等からみて重要性が乏しいため記載しておりません。 

（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       227,013千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額     53,771千円 

（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。 

 
(１株当たり情報) 

 

項目 当中間期 前中間期 前期 

１株当たり純資産額 662円33銭 644円69銭 650円91銭

１株当たり中間(当期)

純利益 
16円57銭 7円77銭 19円09銭

    
潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益 

 

なお，潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては，潜在株式がないため

記載しておりません。 

同左 なお，潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては，潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間（当期）純利益 

項目 当中間期 前中間期 前期 

中間（当期）純利益 471,238 千円 221,121 千円 542,792 千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

 （うち利益処分による役員賞与金） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 471,238 千円 221,121 千円 542,792 千円

普通株式の期中平均株式数 28,438 千株 28,441 千株 28,440 千株

 
 

（重要な後発事象）  

該当事項はありません。  

 

（開示の省略）  

中間貸借対照表，中間損益計算書，中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書並びにリ－ス取引，有

価証券，デリバティブ取引等に関する注記事項については，中間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。 
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生産，受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 (単位：千円)

 

当中間期 

自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日 

前年中間期 

自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 18 年９月 30 日 

前  期 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日 

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 16,938,195 59.3 15,269,310 58.4 32,840,611 57.2

運搬・物流システム 11,632,860 40.7 10,887,626 41.6 24,609,865 42.8

合  計 28,571,055 100.0 26,156,937 100.0 57,450,477 100.0

 

(2) 受注高 (単位：千円)

 

当中間期 

自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日 

前年中間期 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日 

前  期 

自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日 

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 19,308,588 48.8 18,117,673 44.5 37,067,991 54.1

運搬・物流システム 20,281,029 51.2 22,571,658 55.5 31,461,199 45.9

合  計 39,589,617 100.0 40,689,332 100.0 68,529,191 100.0

 

(3) 売上高 (単位：千円)

 

当中間期 

自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日 

前年中間期 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日 

前  期 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日 

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 14,542,112 55.0 13,141,905 58.4 31,899,340 59.8

運搬・物流システム 11,917,332 45.0 9,361,200 41.6 21,467,365 40.2

合  計 26,459,445 100.0 22,503,105 100.0 53,366,705 100.0

 

(4) 受注残高 (単位：千円)

 
当中間期末 

平成 19 年９月 30 日 

前年中間期末 

平成 18 年９月 30 日 

前期末 

平成 19 年３月 31 日 

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 30,746,433 46.7 25,787,075 46.2 25,979,957 49.2

運搬・物流システム 35,155,805 53.3 30,008,732 53.8 26,792,108 50.8

合  計 65,902,239 100.0 55,795,807 100.0 52,772,066 100.0

 


