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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※前事業年度より「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、前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 ％

22年3月期第2四半期 867 86.5 191 ― 199 ― 119 220.0
21年3月期第2四半期 465 ― 10 ― 17 ― 37 ―

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2四半期 11.09 ―

21年3月期第2四半期 3.47 ―

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2四半期 1,563 1,218 78.0 113.01
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2四半期  1,218百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 1,500 37.5 230 142.7 250 130.9 145 24.9 13.45
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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2四半期 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2四半期  12,188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2四半期 10,783,928株 21年3月期第2四半期 10,784,944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7月29日に公表いたしました業績予想を本日付で変更しております。詳細は、本日開示いたしました「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２四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、期間後半における急速な円高、依然として厳しい雇用・所得環境、設備投資の停滞等景
気動向は先行き不透明感を払拭できないまま推移いたしました。 
 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本を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におき
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２四半期累計期間における業績は、売上高867,946千円（前年同期比86.5％増）、営
業利益191,907千円（前年同期は10,469千円）、経常利益199,520千円（前年同期は17,299千円）、四半期
純利益119,581千円（前年同期比220.0％増）となり、前年同期に比べ大幅に伸長いたしました。 

  

当第２四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87,317千円の増加、負債は
34,646千円の減少、純資産は121,964千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162,275千円減少、完成工事未収入金44,774千円増加、関係
会社短期貸付金200,000千円増加であります。 
 負債の主な変動内訳は、工事未払金42,100千円増加、未払法人税等54,286千円増加、その他流動負債
20,115千円増加、預り金169,318千円減少であります。 
 純資産の主な増加要因は、四半期純利益119,581千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、37,996千円の収入となりました。収入の主な内訳は、税引前
四半期純利益202,394千円、仕入債務の増加額55,730千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加
額43,168千円、預り金の減少額169,318千円であります。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、200,238千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200,000千円であります。 
 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、162,275千円減少し、359,524千円とな
りました。 

  

第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年７月29日に公表いたしました業績予想を平
成21年10月30日付で修正しております。詳細は、平成21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、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、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

－3－

エムティジェネックス㈱（9820）　平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）



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21年９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 359,524 521,800

売掛金 14,250 15,856

完成工事未収入金 86,400 41,625

未成工事支出金 3,032 693

前払費用 1,406 1,406

関係会社短期貸付金 1,000,000 800,000

繰延税金資産 11,485 7,899

その他 3,632 3,579

貸倒引当金 △855 △454

流動資産合計 1,478,876 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 △3,400 △3,336

建物（純額） 840 905

車両運搬具 1,044 1,044

減価償却累計額 △1,018 △1,013

車両運搬具（純額） 26 31

工具、器具及び備品 7,419 6,805

減価償却累計額 △4,532 △3,795

工具、器具及び備品（純額） 2,886 3,010

土地 22,048 22,048

有形固定資産合計 25,802 25,995

無形固定資産 178 238

投資その他の資産   

投資有価証券 20,951 18,033

敷金及び保証金 23,802 23,802

破産更生債権等 14,520 16,112

繰延税金資産 13,504 15,320

貸倒引当金 △14,520 △16,112

投資その他の資産合計 58,258 57,156

固定資産合計 84,239 83,389

資産合計 1,563,115 1,475,797
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 63,634 50,005

工事未払金 73,797 31,696

未払金 4,198 3,467

未払費用 2,179 7,767

未払法人税等 89,012 34,725

未払消費税等 11,133 5,296

預り金 21,742 191,060

賞与引当金 9,064 9,660

その他 26,465 6,350

流動負債合計 301,228 340,030

固定負債   

長期預り敷金 26,630 22,474

退職給付引当金 16,591 16,591

固定負債合計 43,221 39,066

負債合計 344,450 379,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 145,931 26,350

自己株式 △1,569 △1,535

株主資本合計 1,216,422 1,096,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,243 △172

評価・換算差額等合計 2,243 △172

純資産合計 1,218,665 1,096,701

負債純資産合計 1,563,115 1,475,797
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 465,413 867,946

売上原価 353,688 584,360

売上総利益 111,724 283,586

販売費及び一般管理費 101,255 91,678

営業利益 10,469 191,907

営業外収益   

受取利息 4,921 7,428

受取配当金 170 183

仕入割引 13 －

雑収入 2,346 1

営業外収益合計 7,452 7,613

営業外費用   

支払利息 299 －

雑損失 323 0

営業外費用合計 623 0

経常利益 17,299 199,520

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 1,593 1,190

企業年金返戻金 28,654 2,243

特別利益合計 33,494 4,029

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 50,794 202,394

法人税、住民税及び事業税 13,422 86,240

法人税等調整額 － △3,427

法人税等合計 13,422 82,812

四半期純利益 37,371 119,581
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 50,794 202,394

減価償却費 1,729 806

無形固定資産償却費 190 59

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,412 △596

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 △1,190

受取利息及び受取配当金 △5,092 △7,612

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） 198,405 △43,168

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,220 △2,338

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,682 △53

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,636 26,307

仕入債務の増減額（△は減少） △41,986 55,730

預り金の増減額（△は減少） △3,376 △169,318

未払費用の増減額（△は減少） △5,262 △5,588

その他 △723 5,747

小計 170,332 62,338

利息及び配当金の受取額 5,092 7,612

利息の支払額 △299 －

法人税等の支払額 △104,579 △31,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,545 37,996

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 8,478 2,340

貸付けによる支出 △650,000 △200,000

その他 △287 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △642,076 △200,238

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 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,035 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △771,565 △162,275

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 299,505 359,524
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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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