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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、当事業年度の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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2四半期 465 ― 10 ― 17 ― 37 ―

20年3月期第2四半期 1,993 △0.1 28 ― 33 330.1 21 100.4

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2四半期 3.47 ―

20年3月期第2四半期 1.95 ―

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2四半期 1,176 1,014 86.2 94.04
20年3月期 1,501 979 65.2 90.86

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,014百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,200 △65.4 43 △49.3 55 △40.3 60 △62.4 5.56

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１．通期業績予想は、平成20年８月15日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更しております。詳細は平成20年10月30日に開示いたしました「業績 
予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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、２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下さい。 
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。  

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2四半期  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2四半期  11,256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2四半期  10,784,944株 20年3月期第2四半期  10,786,370株

 



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮を背景に米

国、欧州の景気後退局面入りや新興国の成長減速懸念が強まる中、輸出関連企業を中心に企業業績の悪化傾向が顕著

となりました。また、信用収縮はわが国の不動産市況の悪化をも招き、内需関連企業の業績にまで波及するに至りま

した。さらに原油や穀物等の商品市況の乱高下に伴う物価変動や、雇用情勢の悪化、株式相場の下落等、家計をとり

まく環境も急速に悪化し、個人消費意欲が減退する等、国内景気の後退色が一層鮮明になってまいりました。 

 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。 

 「駐車場運営管理事業」につきましては、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が続いております。収益の安定化を図るために月極駐車場

ならびに駐車場管理業務の受託へ向けて営業活動を強化するとともに、インターネットによる空車情報の発信や回数

券、パス券の販売等、集客チャンネルの多様化を図ってまいりました。 

 「リニューアル事業」につきましては、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

監理体制整備に努めてまいりました。平成20年９月には建築工事及び内装工事に関する特定建設業の許可を取得いた

しました。今後は、オフィスビルの入退去に伴う内装工事の分野まで事業領域を拡大し、受注活動に注力してまいり

ます。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高465,413千円、営業利益10,469千円、経常利益17,299

千円となりました。また、企業年金返戻金ほか特別利益33,494千円を計上した結果、四半期純利益は37,371千円とな

りました。 

 なお、売上高が前年同期に対して大きく減少しておりますが、これは主にエクステリア事業の譲渡（平成20年１月

１日付）によるものであり、当該事業の前年同期における売上高は1,512,617千円であります。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、1,176,190千円となり、前事業年度末と比較して325,777千円減少いた

しました。主な変動内訳は、現金及び預金771,565千円減少、受取手形175,218千円減少、完成工事未収入金20,698千

円減少、短期貸付金650,000千円増加であります。 

 負債合計は、162,000千円となり、前事業年度末と比較して360,009千円減少いたしました。主な変動内訳は、短期

借入金200,000千円減少、未払法人税等91,156千円減少、工事未払金42,963千円減少であります。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。 

 純資産合計は1,014,189千円となり、前事業年度末と比較して34,231千円増加いたしました。主な増加要因は、四

半期純利益37,371千円であります。 

  

 ３．業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月15日に公表いた

しました業績予想を修正しております。詳細は平成20年10月30日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

 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下さい。  

  

 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。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、未成工事支出金につきましては個別法による原価法に

よっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更に伴う損益に与える影

響はありません。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 299,505 1,071,071

受取手形 1,960 177,178

売掛金 11,335 13,823

完成工事未収入金 120,194 140,893

未成工事支出金 10,400 180

前払費用 1,065 1,157

短期貸付金 650,000 －

未収入金 － 1,533

その他 1,979 7,036

貸倒引当金 △1,054 △4,660

流動資産合計 1,095,387 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 △3,261 △2,471

建物（純額） 979 1,769

車両運搬具 1,044 1,044

減価償却累計額 △1,007 △1,002

車両運搬具（純額） 36 41

工具、器具及び備品 6,805 6,805

減価償却累計額 △2,860 △1,926

工具、器具及び備品（純額） 3,944 4,878

土地 22,048 22,048

有形固定資産合計 27,009 28,739

無形固定資産 483 674

投資その他の資産   

投資有価証券 19,507 22,327

関係会社株式 10,000 10,000

敷金及び保証金 23,802 32,012

破産更生債権等 32,722 30,709

貸倒引当金 △32,722 △30,709

投資その他の資産合計 53,309 64,340

固定資産合計 80,803 93,753

資産合計 1,176,190 1,501,968



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 36,841 31,947

工事未払金 44,511 87,475

短期借入金 － 200,000

未払金 3,001 6,056

未払費用 1,845 7,107

未払法人税等 15,293 106,450

未払消費税等 2,922 14,321

預り金 19,750 23,127

賞与引当金 11,211 12,624

その他 3,113 3,296

流動負債合計 138,492 496,323

固定負債   

長期預り敷金 7,286 6,000

退職給付引当金 16,221 19,686

固定負債合計 23,508 25,687

負債合計 162,000 522,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 △52,408 △89,780

自己株式 △1,509 △1,474

株主資本合計 1,018,141 980,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,952 △847

評価・換算差額等合計 △3,952 △847

純資産合計 1,014,189 979,957

負債純資産合計 1,176,190 1,501,968



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 465,413

売上原価 353,688

売上総利益 111,724

販売費及び一般管理費 101,255

営業利益 10,469

営業外収益  

受取利息 4,921

受取配当金 170

仕入割引 13

雑収入 2,346

営業外収益合計 7,452

営業外費用  

支払利息 299

有価証券売却損 2

雑損失 320

営業外費用合計 623

経常利益 17,299

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 1,593

企業年金返戻金 28,654

特別利益合計 33,494

税引前四半期純利益 50,794

法人税、住民税及び事業税 13,422

法人税等合計 13,422

四半期純利益 37,371



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 50,794

減価償却費 1,729

無形固定資産償却費 190

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,412

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,593

受取利息及び受取配当金 △5,092

支払利息 299

売上債権の増減額（△は増加） 198,405

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,220

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,682

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,636

仕入債務の増減額（△は減少） △41,986

投資有価証券売却損益（△は益） 2

預り金の増減額（△は減少） △3,376

未払費用の増減額（△は減少） △5,262

その他 △726

小計 170,332

利息及び配当金の受取額 5,092

利息の支払額 △299

法人税等の支払額 △104,579

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,545

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 8,478

貸付けによる支出 △650,000

その他 △287

投資活動によるキャッシュ・フロー △642,076

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 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △771,565

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 299,505



 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。 

  

（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。 

  

６．その他の情報 

  特記すべき事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,993,610  100.0

Ⅱ 売上原価        1,626,674  81.6

売上総利益        366,936  18.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        338,754  17.0

営業利益        28,181  1.4

Ⅳ 営業外収益        7,721  0.4

Ⅴ 営業外費用        2,762  0.1

経常利益        33,141  1.7

Ⅵ 特別利益        12,295  0.6

Ⅶ 特別損失        5,181  0.3

税引前中間純利益        40,255  2.0

法人税、住民税及び事業税        19,196  0.9

中間純利益        21,058  1.1

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  40,255

減価償却費  3,564

無形固定資産償却費  1,094

たな卸資産評価損他  5,181

賞与引当金の増加額（減少額△）  7,200

退職給付引当金の増加額（減少額△）  2,613

貸倒引当金の増加額（減少額△） △12,295

受取利息及び受取配当金 △969

支払利息  1,782

売上債権の減少額（増加額△）  324,177

たな卸資産の減少額（増加額△） △16,076

その他流動資産の減少額（増加額△）  16,126

仕入債務の増加額（減少額△） △157,170

預り金の増加額（減少額△） △14,927

未払費用の増加額（減少額△） △4,560

その他流動負債の増加額（減少額△） △8,602

その他  1,115

小計  188,508

利息及び配当金の受取額  969

利息の支払額 △1,782

法人税等の支払額 △36,388

営業活動によるキャッシュ・フロー  151,306

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 △10,958

保証金の解約等による収入  4,080

その他 △602

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,480

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

その他 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー △131

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（減少額△）  143,694

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中間期末残高  362,467
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