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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 453 141.0 95 ― 99 ― 58 406.9
21年3月期第1四半期 187 ― 0 ― 4 ― 11 ―

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

22年3月期第1四半期 5.38 ―

21年3月期第1四半期 1.06 ―

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

22年3月期第1四半期 1,449 1,156 79.8 107.21
21年3月期 1,475 1,096 74.3 101.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,156百万円 21年3月期  1,096百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

750 61.1 140 ― 147 749.8 85 127.4 7.88

通期 1,350 23.8 185 95.2 200 84.7 117 0.7 10.85
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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  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．その他をご覧下さい。 

(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） 22年3月期第1四半期 10,796,000株 21年3月期  10,796,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  12,088株 21年3月期  11,788株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 10,784,045株 21年3月期第1四半期 10,785,094株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年４月30日に公表いたしました業績予想を平成21年７月29日付で変更しております。詳細は、平成21年７月29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、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下さい。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整が進み、輸出や生産に持ち直しの兆しが
見え始める一方、依然として雇用・所得環境は厳しく、設備投資も停滞しており、景気動向は先行き不透
明感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、「駐車場運営管理事業」、「リニューアル事業」、「エンタープライズ事
業」の３本の柱とする安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。駐車場運営管理事業におきまして
は、収益の安定化を図るために月極駐車場契約の獲得強化を図り、リニューアル事業におきましては、オ
フィスビルの入退去に伴う内装工事の受注活動に注力いたしました。また、エンタープライズ事業おきま
しては、保険代理業務の受注拡大に注力いたしました。 
 以上の結果、当第１四半期累計期間における業績は、売上高453,013千円（前年同期比141.0％増）、営
業利益95,391千円（前年同期は764千円）、経常利益99,019千円（前年同期は4,303千円）、四半期純利益
58,011千円（前年同期比406.9％増）となり、前年同期に比べ大幅に伸長いたしました。 

  

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、総資産は26,468千円の減少、負債は
85,894千円の減少、純資産は59,426千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226,991千円減少、完成工事未収入金95,911千円増加、関係
会社短期貸付金100,000千円増加であります。 
 負債の主な変動内訳は、工事未払金58,035千円増加、その他16,644千円増加、預り金173,913千円減
少であります。 
 純資産の主な増加要因は、四半期純利益58,011千円によるものであります。 
  

営業活動によるキャッシュ・フローは、124,393千円の支出となりました。収入の主な内訳は、税引
前四半期純利益98,459千円、仕入債務の増加額65,548千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加
額97,195千円、預り金の減少額173,913千円であります。なお、預り金の減少額は、損害保険代理業務
における期末一時預り保険料等の精算によるものであり、前事業年度末におきまして取扱高が増加した
ことによるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、102,578千円の支出となりました。この主な内訳は、関係会
社に対する貸付の実行による支出100,000千円であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、特記すべき事項はありません。 
 以上の結果、現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較し、226,991千円減少し、294,808千円とな
りました。 

  

第１四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年４月30日に公表いたしました業績予想を平
成21年７月29日付で修正しております。詳細は、平成21年７月29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。 

  

該当事項はありません。 
  

請負工事に係る収益の計上基準について、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当第１四半
期会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事
契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当
第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい
ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を
適用しております。 
 なお、この変更により損益に与える影響はありません。 
  

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 294,808 521,800

売掛金 17,141 15,856

完成工事未収入金 137,536 41,625

未成工事支出金 1,058 693

前払費用 1,423 1,406

未収収益 3,443 －

関係会社短期貸付金 900,000 800,000

繰延税金資産 5,472 7,899

その他 3,579 3,579

貸倒引当金 △1,314 △454

流動資産合計 1,363,149 1,392,408

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,241 4,241

減価償却累計額 △3,368 △3,336

建物（純額） 872 905

車両運搬具 1,044 1,044

減価償却累計額 △1,015 △1,013

車両運搬具（純額） 28 31

工具、器具及び備品 7,043 6,805

減価償却累計額 △4,133 △3,795

工具、器具及び備品（純額） 2,910 3,010

土地 22,048 22,048

有形固定資産合計 25,860 25,995

無形固定資産 208 238

投資その他の資産   

投資有価証券 19,296 18,033

敷金及び保証金 26,142 23,802

破産更生債権等 15,680 16,112

繰延税金資産 14,673 15,320

貸倒引当金 △15,680 △16,112

投資その他の資産合計 60,112 57,156

固定資産合計 86,180 83,389

資産合計 1,449,329 1,475,797
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 57,518 50,005

工事未払金 89,732 31,696

未払金 5,766 3,467

未払費用 3,976 7,767

未払法人税等 39,671 34,725

未払消費税等 7,507 5,296

預り金 17,146 191,060

賞与引当金 4,532 9,660

その他 22,995 6,350

流動負債合計 248,846 340,030

固定負債   

長期預り敷金 27,763 22,474

退職給付引当金 16,591 16,591

固定負債合計 44,354 39,066

負債合計 293,201 379,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 84,361 26,350

自己株式 △1,555 △1,535

株主資本合計 1,154,865 1,096,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,262 △172

評価・換算差額等合計 1,262 △172

純資産合計 1,156,128 1,096,701

負債純資産合計 1,449,329 1,475,797
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 187,970 453,013

売上原価 135,879 311,232

売上総利益 52,091 141,780

販売費及び一般管理費 51,326 46,389

営業利益 764 95,391

営業外収益   

受取利息 1,312 3,443

受取配当金 170 183

仕入割引 10 －

雑収入 2,345 0

営業外収益合計 3,838 3,627

営業外費用   

支払利息 299 －

雑損失 － 0

営業外費用合計 299 0

経常利益 4,303 99,019

特別利益   

賞与引当金戻入額 487 596

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 7,391 596

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,156

特別損失合計 － 1,156

税引前四半期純利益 11,694 98,459

法人税、住民税及び事業税 249 38,357

法人税等調整額 － 2,090

法人税等合計 249 40,447

四半期純利益 11,445 58,011
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 98,459

減価償却費 1,222 373

無形固定資産償却費 107 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,434 △5,128

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,895 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,143 428

受取利息及び受取配当金 △1,482 △3,627

支払利息 299 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,156

売上債権の増減額（△は増加） 266,203 △97,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 97 △364

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,199 △16

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,867 21,155

仕入債務の増減額（△は減少） △59,566 65,548

預り金の増減額（△は減少） △5,560 △173,913

未払費用の増減額（△は減少） △3,369 △3,790

その他 1,718 5,720

小計 191,222 △91,165

利息及び配当金の受取額 171 183

利息の支払額 △299 －

法人税等の支払額 △105,606 △33,411

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,487 △124,393

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 － △238

敷金及び保証金の差入による支出 △267 △2,340

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 △100,000

その他 △300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △642,273 △102,578

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 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,010 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △756,796 △226,991

現金及び現金同等物の期首残高 1,071,071 521,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 314,275 294,808
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 
  
  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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