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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） 

 

(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 28,783 ― 327 ― 427 ― 223 ―
20年3月期第2四半期 26,459 17.6 930 139.2 923 100.0 471 113.1

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 7.87 ―
20年3月期第2四半期 16.57 ―

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 56,657 19,164 33.8 673.97
20年3月期 56,561 19,186 33.9 674.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,164百万円 20年3月期  19,186百万円

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 ― 7.00 ― 10.00 17.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 17.00

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 67,000 8.6 2,100 1.0 2,100 0.8 1,100 0.7 38.65

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） 21年3月期第2四半期  28,459,991株 20年3月期  28,459,991株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  24,840株 20年3月期  23,340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  28,436,078株 20年3月期第2四半期  28,438,523株

※ １ 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。 
  ２ 当期より「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。  
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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２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日）におけるわが国経済は，米国にお

けるサブプライムローン問題に端を発した金融・資本市場の混乱や原油・原材料価格の不安定さに加え，

株式市場の低迷，企業収益への圧迫，個人消費の冷え込み等による先行きの不透明感から景気は後退局

面にあります。 

このような経営環境のなか,当社の当第２四半期累計期間の受注高は，33,268 百万円（前年同期比

16.0％減）となりました。また，売上高は，28,783 百万円（前年同期比 8.8％増）となりました。 

損益面につきましては，経常利益は 427 百万円（前年同期比 53.7％減），四半期純利益は 223 百万円

（前年同期比 52.5％減）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，標準型駐車装置本体のエレベータパーキングや改修工事の増加により，20,271 百万円（前

年同期比 5.0％増）となりました。 

売上高は，二・多段式駐車装置及び改修工事が増加したものの標準型駐車装置本体は減少し，14,370

百万円（前年同期比 1.2％減）となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

受注高は，主として大型荷役設備が減少し，12,996 百万円（前年同期比 35.9％減）となりました。 

売上高は，改修工事及び物流機器が減少したものの，大型荷役設備やジブクライミングクレーンが増

加し，14,413 百万円（前年同期比 20.9 増）となりました。 

 

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，前期末に対して 95 百万円増加し 56,657 百万円となりま

した。これは主に，たな卸資産が増加したことによるものであります。 

負債は，前期末に対して 117 百万円増加し 37,493 百万円となりました。 

これは主に，前受金が増加したことによるものであります。 

純資産は，前期末に対して 21 百万円減少し 19,164 百万円となりました。これは主に，配当金の支払

による利益剰余金が減少したことによるものであります。 

 

＜キャッシュ・フロー＞ 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，売上債権の回収や

前受金の増加が堅調に推移し前期末に比べ 1,596 百万円増加し，当第２四半期会計期間末は 12,518 百万

円（前期比 14.6%増）となりました。 

 

当第２四半期累計期間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） 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は，2,297 百万円（前年同期比 81.4％増）

となりました。これは，主に工事代金の回収の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は，423 百万円（前年同期比 163.8％増）

となりました。これは，主に設備投資等への支出によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は，284 百万円（前年同期比 99.3％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。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しについては，当面，世界経済が減速するなかで，下向きの動きが続くものと予測さ

れております。加えて，米国，欧州における金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念，株式・為替

市場の大幅な変動などから，景気の状況がさらに厳しくなるリスクが存在するものと予測されておりま

す。 

また， 近の株式・為替市場の大幅な変動やエネルギー・原材料価格高の影響は企業収益が減少し，

設備投資の下振れ懸念や雇用情勢にも影響がでており，わが国の景気は弱まっているものと予測されて

おります。 

このような環境のなかで，当社といたしましては，市場ニーズや顧客ニーズに柔軟に対応できる受注

体制の整備と強化に取り組み，また，設計技術・生産技術の向上と生産拠点の整備・拡充を進めコスト

競争力の強化に取り組み，品質や納期確保を推進するとともに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。 

パーキングシステム事業は，首都圏・近畿圏を中心とした超高層マンションやオフィスビルの建設需

要は下降傾向にあり，駐車場市場の受注増加が厳しいことから改修・メンテナンス事業の強化に取り組

んでまいります。 

運搬・物流システム事業は，製鉄・電力・造船・一般産業機械など製造業の設備投資意欲は堅調であ

り，当社の製品である連続式荷役設備をはじめ大型運搬機械などの受注を確保してまいります。先行き

につきましては企業収益が減少することから，当面，慎重な動きが続くものと予測されますので，戦略

的営業活動を推進してまいります。 

また，事業活動においてはコンプライアンス（法令遵守）意識の高揚を図るとともに健全な企業活動

の推進，ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たすよう尽力してまいります。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な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。 

平成 21 年３月期の業績予想につきましては，平成 20 年５月 14 日に発表いたしましたとおり変更事項

はありません。 

 

（注） 文中における前年同期比及び増減額は，参考値として記載しております。 
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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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため，前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

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認められない場合には，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) 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 
棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を第1四半期会計期間から適用しております。 

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り下げの方法）に変更してお

ります。 

この結果，従来の方法によった場合に比べて，当第２四半期累計期間の売上総利益，経常利益及び

税引前四半期純利益がそれぞれ104,190千円減少しております。 
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５．(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 1,818,523 2,021,678

  受取手形及び売掛金 13,628,064 18,504,685

  有価証券 1,500,000 －

  たな卸資産 13,308,996 9,861,495

  短期貸付金 9,200,000 8,950,000

  その他 2,767,791 2,538,347

  貸倒引当金 △19,674 △22,937

  流動資産合計 42,203,702 41,853,269

固定資産 

  有形固定資産 

   土地 4,251,150 4,329,083

   その他 2,674,520 2,764,151

  有形固定資産合計 6,925,671 7,093,235

  無形固定資産 1,693,390 1,938,938

  投資その他の資産 

   繰延税金資産 2,597,093 2,595,697

   その他 3,332,493 3,168,601

   貸倒引当金 △94,805 △88,139

  投資その他の資産合計 5,834,782 5,676,160

  固定資産合計 14,453,844 14,708,333

資産合計 56,657,547 56,561,603
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（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 

  支払手形及び買掛金 15,586,607 16,394,772

  短期借入金 1,730,000 1,730,000

  一年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

  未払法人税等 237,910 957,319

  前受金 8,232,600 6,401,723

  賞与引当金 1,290,248 1,237,495

  保証工事引当金 1,208,623 1,093,317

  受注工事損失引当金 1,233,667 1,096,064

  その他 1,121,675 1,534,345

  流動負債合計 30,741,330 30,545,037

 固定負債 

  退職給付引当金 6,586,504 6,647,829

  その他 165,413 182,496

  固定負債合計 6,751,918 6,830,325

負債合計 37,493,249 37,375,362

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 15,144,990 15,205,685

  自己株式 △8,576 △7,947

  株主資本合計 19,180,248 19,241,571

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △8,132 9,932

繰延ヘッジ損益 △7,818 △65,264

 評価・換算差額等合計 △15,950 △55,331

純資産合計 19,164,297 19,186,240

負債純資産合計 56,657,547 56,561,603
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(2) 四半期損益計算書 

（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） 

 売上高 28,783,579

 売上原価 24,673,383

売上総利益 4,110,196

 販売費及び一般管理費 3,783,194

営業利益 327,002

営業外収益 152,951

営業外費用 52,418

経常利益 427,535

 特別利益 33,272

 特別損失 12,600

税引前四半期純利益 448,207

  法人税等 224,526

  四半期純利益 223,681
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(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 448,207 

  減価償却費 554,438 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 52,753 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,325 

  保証工事引当金の増減額（△は減少） 115,306 

  受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 137,603 

  受取利息及び受取配当金 △68,844 

  支払利息 13,489 

  売上債権の増減額（△は増加） 4,876,620 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,447,501 

  仕入債務の増減額（△は減少） △808,165 

  前受金の増減額（△は減少） 1,830,876 

  未払消費税等の増減額（△は減少） △137,025 

  その他 △311,259 

小計 3,195,174 

  利息及び配当金の受取額 60,101 

  利息の支払額 △13,516 

  法人税等の支払額 △943,936 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,297,823 

 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 △392,183 
  無形固定資産の取得による支出 △46,671 
  その他 15,243 

投資活動によるキャッシュ・フロー △423,611 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  配当金の支払額 △283,665 

  その他 △628 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △284,294 

 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,927 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,596,845 

 現金及び現金同等物の期首残高 10,921,678 

 現金及び現金同等物の四半期末残高 12,518,523 
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当期より「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】 

 

中間損益計算書 

（単位：千円） 

 前年中間期 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

科目 
金額 百分比

 ％

Ⅰ 売上高 26,459,445 100.0

Ⅱ 売上原価 21,995,645 83.1

売上総利益 4,463,799 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,532,946 13.4

営業利益 930,852 3.5

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息 19,408

   その他 75,673

  営業外収益 合計 95,081 0.4

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 14,129

   その他 87,963

 営業外費用 合計 102,093 0.4

経常利益 923,841 3.5

Ⅵ 特別利益 32,099 0.1

Ⅶ 特別損失 3,364 0.0

税引前中間純利益 952,577 3.6

  法人税，住民税及び事業税 456,944 1.7

  法人税等調整額 24,395 0.1

  中間純利益 471,238 1.8
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中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 前年中間期 
自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 952,577 

   減価償却費 511,782 

   減損損失 2,000 

   貸倒引当金の減少額 △13,073 

   賞与引当金の増加額 54,505 

   役員賞与引当金の減少額 △5,977 

   保証工事引当金の増加額 112,545 

   受注工事損失引当金の減少額 △115,276 

   退職給付引当金の減少額 △135,879 

   役員退職慰労引当金の減少額 △21,830 

   受取利息及び受取配当金 △24,766 

   支払利息 14,129 

   売上債権の減少額 4,242,354 

   たな卸資産の増加額 △1,618,978 

   仕入債務の減少額 △2,395,098 

   未払金の減少額 △64,086 

   前受金の増加額 848,199 

   未払消費税等の減少額 △293,188 

   その他 △468,584 

小計 1,581,354 

   利息及び配当金の受取額 20,276 

   利息の支払額 △14,344 

   法人税等の支払額 △320,434 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,266,851 

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 

   無形固定資産の取得による支出 △17,783 

   その他 28,054 

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,600 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   配当金の支払額 △142,138 

   その他 △490 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △142,629 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,123 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 961,497 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,487,463 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 8,448,960 
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６．四半期生産，受注及び販売の状況 
生産実績                                    (単位：千円)

 当第２四半期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日）

前年同四半期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

前期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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 18,561,086 55.3 16,938,195 59.3 35,475,450 57.3 

運搬・物流システム 15,000,231 44.7 11,632,860 40.7 26,384,633 42.7 

合計 33,561,317 100.0 28,571,055 100.0 61,860,083 100.0 

 

受注高                                     (単位：千円)

 
当第２四半期 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日）

前年同四半期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

前期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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 20,271,872 60.9 19,308,588 48.8 37,105,343 48.7 

運搬・物流システム 12,996,299 39.1 20,281,029 51.2 39,032,177 51.3 

合計 33,268,172 100.0 39,589,617 100.0 76,137,520 100.0 

 

売上高                                     (単位：千円)

 
当第２四半期 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日）

前年同四半期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

前期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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 14,370,326 49.9 14,542,112 55.0 34,242,603 55.5 

運搬・物流システム 14,413,253 50.1 11,917,332 45.0 27,472,698 44.5 

合計 28,783,579 100.0 26,459,445 100.0 61,715,301 100.0 

 

受注残高                                    (単位：千円)

 当第２四半期末 
（平成20年９月30日） 

前年同四半期末 
（平成19年９月30日） 

前期末 
（平成20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 34,744,243 48.5 30,746,433 46.7 28,842,697 42.9 

運搬・物流システム 36,934,633 51.5 35,155,805 53.3 38,351,587 57.1 

合計 71,678,877 100.0 65,902,239 100.0 67,194,284 100.0 
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