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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 187 ― 0 ― 4 ― 11 ―

20年3月期第1四半期 1,027 8.3 29 ― 30 ― 27 ―

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

21年3月期第1四半期 1.06 ―

20年3月期第1四半期 2.58 ―

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

21年3月期第1四半期 1,122 992 88.4 92.00
20年3月期 1,501 979 65.2 90.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  992百万円 20年3月期  979百万円

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

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21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  無  
 

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 575 ― 10 ― 10 ― 5 ― 0.46
通期 1,200 △65.4 38 △55.2 38 △58.7 20 △87.5 1.85

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  無  

(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、３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） 21年3月期第1四半期  10,796,000株 20年3月期  10,796,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,956株 20年3月期  10,856株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  10,785,094株 20年3月期第1四半期  10,786,770株

１．平成20年５月15日発表の業績予想は修正しておりません。 
２．本資料に記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不確実な要因に係る仮定等を前提とした判断によるものでありま
す。実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 
 
 
 
 
 
 



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、原油や穀物をはじめとする商品市況の急騰に伴う企業収益の圧迫と

製品価格、サービス価格への転嫁による物価上昇傾向が一段と加速する一方、企業の設備投資意欲が急速に減退し、

個人消費も低迷するなど、国内景気は後退懸念を強めながら推移いたしました。

　このような状況下、当社は、当事業年度を「事業構造改革元年」として位置づけ、「駐車場運営管理事業」、「リ

ニューアル事業」を柱とする安定的な収益基盤の確立への足固めとして、体制整備に努めております。

　当第１四半期会計期間における業績は、売上高187,970千円、営業利益764千円、経常利益4,303千円、四半期純利益

11,445千円となりました。

　なお、事業別の業績の概況は、次のとおりであります。

（事業区分の見直しについて）

　当社は、前事業年度におきまして、経営体質の強化と事業構造の改革の一環として平成20年１月１日にエクステリ

ア事業を事業譲渡する一方、オフィスビル等の建築物の機能改善ならびに資産価値を高めるための工事を業務として

行う「リニューアル事業」を新規事業として開始いたしました。さらに当事業年度より、「駐車場運営管理事業」と

「リニューアル事業」を当社のコア事業として位置づけ、両事業部門の強化を図ることを目的に組織変更を行うなど、

当該事業の重要性が増しており、また有用かつ適切な情報を提供する目的から、従来「エンタープライズ事業」に属

しておりました両事業をそれぞれ分離独立いたしました。

①駐車場運営管理事業

　ガソリン価格の高騰に伴い個人・法人ともに自動車利用が減少するなど、とりわけ時間貸駐車場におきましては厳

しい事業環境におかれております。このような状況下、当社といたしましては月極駐車場及び駐車場管理業務の受託

獲得へ向けて営業活動を強化し、収益源の拡大を図る一方、集客面につきましてはインターネットによる空車情報の

発信、法人契約の獲得、回数券の販売など集客チャンネルの多様化を図り、稼働率の向上に努めておりますが、当第

１四半期におきましては、森トラスト株式会社から受託しております駐車場の一部が、ビル等の建設着工に伴い閉鎖

となったため減収となりました。

　以上の結果、当事業における売上高は92,527千円となりました。

②リニューアル事業

　当第１四半期におきましては、安全安心な工事体制、品質向上管理、協力業者の選定・教育等、工事受注監理体制

整備に注力するとともに、受注活動を強化してまいりました。これらの取り組みは概ね順調に進捗しておりますが、

本格的に業績に寄与してくるのは下期以降となる見通しであります。

　以上の結果、当事業における売上高は54,255千円となりました。

③エンタープライズ事業

　エンタープライズ事業の主な事業内容は、ビル管理業務、保険代理業務、自動販売機設置業務等であります。いず

れも業績は概ね順調に推移しております。

　以上の結果、当事業における売上高は41,187千円となりました。

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財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は379,037千円の減少、負債は391,345千円の

減少、純資産は12,308千円の増加となりました。

　総資産の主な変動内訳は、現金及び預金756,796千円減少、受取手形155,020千円減少、完成工事未収入金111,652千

円減少、敷金及び保証金8,026千円減少、短期貸付金650,000千円増加であります。なお、短期貸付金は当社の親会社

であります森トラスト株式会社に対する貸付であります。

　負債の主な変動内訳は、短期借入金200,000千円減少、未払法人税等105,356千円減少、工事未払金55,690千円減少

未払消費税11,292千円減少であります。なお、短期借入金を全額返済したことにより、当社の有利子負債はなくなり

ました。

　純資産の主な増加要因は、四半期純利益11,445千円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、「経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、駐車場運営管理事業における事業環境

の悪化ならびにリニューアル事業における受注監理体制整備の注力等により、やや当初予想を下回って推移しており

ます。しかし、第２四半期累計期間および通期の業績につきましては、駐車場運営管理事業において７月に新たに駐

車場管理業務を１件受託する一方、リニューアル事業におきましては、順調に受注残高が増加していることから、現

時点において、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

　なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在、当社が入手可能な情報及び不確実な要因に係る仮定等を前

提とした判断によるものであります。実際の業績はさまざまな要因により大きく異なる可能性がありますので、この

業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

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

該当事項はありません。

(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

①当第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企

業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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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20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 314,275 1,071,071

受取手形 22,158 177,178

売掛金 14,292 13,823

完成工事未収入金 29,240 140,893

未成工事支出金 83 180

前払費用 1,065 1,157

未収収益 1,310 －

短期貸付金 650,000 －

未収入金 2,528 1,533

その他 2,933 7,036

貸倒引当金 △546 △4,660

流動資産合計 1,037,342 1,408,214

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,241 4,241

減価償却累計額 △3,223 △2,471

建物（純額） 1,017 1,769

車両運搬具 1,044 1,044

減価償却累計額 △1,005 △1,002

車両運搬具（純額） 39 41

工具、器具及び備品 6,805 6,805

減価償却累計額 △2,393 △1,926

工具、器具及び備品（純額） 4,411 4,878

土地 22,048 22,048

有形固定資産合計 27,517 28,739

無形固定資産 566 674

投資その他の資産   

投資有価証券 23,518 22,327

関係会社株式 10,000 10,000

敷金及び保証金 23,986 32,012

破産更生債権等 30,679 30,709

貸倒引当金 △30,679 △30,709

投資その他の資産合計 57,504 64,340

固定資産合計 85,588 93,753

資産合計 1,122,930 1,501,968



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 3,917

買掛金 31,989 31,947

工事未払金 31,784 87,475

短期借入金 － 200,000

未払金 7,645 6,056

未払費用 3,738 7,107

未払法人税等 1,093 106,450

未払消費税等 3,029 14,321

預り金 17,566 23,127

賞与引当金 5,190 12,624

その他 5,131 3,296

流動負債合計 107,168 496,323

固定負債   

長期預り敷金 7,688 6,000

繰延税金負債 17 －

退職給付引当金 15,790 19,686

固定負債合計 23,496 25,687

負債合計 130,665 522,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 △78,334 △89,780

自己株式 △1,484 △1,474

株主資本合計 992,240 980,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 △847

評価・換算差額等合計 25 △847

純資産合計 992,265 979,957

負債純資産合計 1,122,930 1,501,968



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 187,970

売上原価 135,879

売上総利益 52,091

販売費及び一般管理費 51,326

営業利益 764

営業外収益  

受取利息 1,312

受取配当金 170

仕入割引 10

雑収入 2,345

営業外収益合計 3,838

営業外費用  

支払利息 299

営業外費用合計 299

経常利益 4,303

特別利益  

賞与引当金戻入額 487

退職給付引当金戻入額 2,760

貸倒引当金戻入額 4,143

特別利益合計 7,391

税引前四半期純利益 11,694

法人税、住民税及び事業税 249

法人税等合計 249

四半期純利益 11,445



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 11,694

減価償却費 1,222

無形固定資産償却費 107

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,434

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,143

受取利息及び受取配当金 △1,312

支払利息 299

売上債権の増減額（△は増加） 266,203

たな卸資産の増減額（△は増加） 97

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,229

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,484

仕入債務の増減額（△は減少） △59,566

預り金の増減額（△は減少） △5,560

未払費用の増減額（△は減少） △3,369

その他 1,688

小計 191,392

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △299

法人税等の支払額 △105,606

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,487

投資活動によるキャッシュ・フロー  

敷金及び保証金の差入による支出 △267

敷金及び保証金の回収による収入 8,294

貸付けによる支出 △650,000

その他 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △642,273

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 △200,000

自己株式の取得による支出 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △756,796

現金及び現金同等物の期首残高 1,071,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 314,275



　当第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

（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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 1,027,478

Ⅱ　売上原価 830,956

売上総利益 196,522

Ⅲ　販売費及び一般管理費 167,354

営業利益 29,168

Ⅳ　営業外収益 2,638

Ⅴ　営業外費用 1,356

経常利益 30,450

Ⅵ　特別利益　 10,211

税引前四半期純利益 40,661

法人税、住民税及び事業税 12,875

四半期純利益 27,785
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

前四半期

（平成20年3月期

第１四半期）

区分 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 40,661

減価償却費 1,791

無形固定資産償却額 553

賞与引当金の増加額（減少額△） △7,451

退職給付引当金の増加額（減少額△） 1,050

貸倒引当金の増加額（減少額△） △10,211

受取利息及び受取配当金 △643

支払利息 829

売上債権の減少額（増加額△） 163,586

たな卸資産の減少額（増加額△） △6,711

その他流動資産の減少額（増加額△）  6,638

仕入債務の増加額（減少額△） △152,886

預り金の増加額（減少額△） △19,922

未払費用の増加額（減少額△）  4,115

その他流動負債の増加額（減少額△） △20,676

その他 2,055

小計 2,776

利息及び配当金の受取額 643

利息の支払額 △829

法人税等の支払額 △37,646

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,056

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

保証金の差入れによる支出 △2,588

その他 △302

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,890

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 13

財務活動によるキャッシュ・フロー △13

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △37,959

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 218,772

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 180,812

－ 2 －
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