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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 2,818 △12.4 27 △61.5 △25 ― △1 ―
21年3月期第2四半期 3,218 ― 71 ― 1 ― △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

22年3月期第2四半期 △0.24 ―
21年3月期第2四半期 △3.42 ―

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 9,367 1,227 13.1 152.92
21年3月期 9,282 1,192 12.8 148.57

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,227百万円 21年3月期  1,192百万円

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月期の連結業績予想（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）連結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 6,300 △1.2 200 0.5 80 2.0 35 150.0 4.35
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（注）詳細は、５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) 四半期連結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（四半期連結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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 8,038,100株 21年3月期  8,038,100株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  11,947株 21年3月期  11,447株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,026,415株 21年3月期第2四半期 8,027,318株

2



（参考）個別業績の概要 

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

 

 

   

 

(％表示は、通期は対前期増減率) 

 
※ 個別業績については、四半期財務諸表規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ－対象では

なく、参考として記載しております。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

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

 (1) 個別経営成績(累計)

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 2,405 △9.1 126 18.9 121 101.7 125 150.0

21年3月期第2四半期 2,645 △6.4 106 205.5 60 ― 50 ―

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 15 91 ―
21年3月期第2四半期 6 29 ―

 (2) 個別財政状態

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 7,945 890 11.2 110 97

21年3月期 7,688 763 9.9 95 15

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 890百万円 21年3月期 763百万円

2. 平成22年3月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 5,200 △0.7 210 △12.1 120 △14.9 80 15.5 9 95
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、前期後半からの

全世界的かつ深刻な景気後退に一部の企業部門で持ち直しの兆しが見られましたが、雇用情勢が依然厳しい状況

にあることや、個人消費が低迷など、企業の収益環境は依然厳しく先行き不透明感を感じざるを得ない状況にあ

ります。 

このような経済環境のもとで、当社では全員営業による販売促進を行うとともに、今年３月に発表いたしまし

た介護用排泄物自動洗浄器「エバケアー」、病院向けベッドサイドモニタシステム「メディタロー」、地上デジ

タル液晶テレビの新製品「デジタロ－」等の新規商材を立上げ、当社の主力事業に育て上げるべく努めておりま

す。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（駐車場関連事業） 

「駐車場関連事業」は、バーゲート式全自動パーキングシステム“とめタロー”とロック板式集中管理システ

ム“ＴＰＣ-ＭＰ200”を中心に拡販を図りましたが、売上高は17億4,895万円（前年同期比1.7％減）となり,原価

低減（粗利率改善）等を積極的に推進しました結果、営業利益は2億3,014万円（前年同期比26.3％増）となりま

した。 

（電子機器部品事業） 

「電子機器部品事業」の電子機器におきましては、ＣＲＴ・ＬＣＤモニタの拡販、電子精密部品におきまして

は、カスタム品コネクタの販売、各種プレス部品については、デジカメ・携帯電話・ＨＤＤ用部品、自動車用部

品の拡販を図りましたが、販売価格下落、需要の減少や取引先の生産調整等により売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は10億1,247万円（前年同期比26.6％減）となり、また、液晶ＴＶ用のバックライトに使用され

るＣＣＦＬ電極の販売先の桜井電子工業㈱が民事再生手続きの廃止を申立てたことにより貸倒引当金を計上しこ

とから、営業損失は363万円（前年同期は4,707万円の営業利益）となりました。 

（賃貸業） 

「賃貸事業」におきましては売上高 5,716万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は2,423万円（前年同期比

3.7％減）となりました。 

この結果、当第２四半期の連結業績は、売上高は28億1,859万円（前年同期比12.4％減）、営業利益は2,754万

円（前年同期比61.5％減）、経常損失は2,583万円（前年同期は181万円の経常利益）、四半期純損失は193万円

（前年同期は2,747万円の四半期純損失）となりました。 

  

①資産 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、93億6,706万円（前連結会計年度比8,425万円増）となりました。 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金などが減少したものの、現金及び預金が増加したこと等によ

り、36億2,967万円（前連結会計年度比6,670万円増）となりました。 

固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産が減少したものの、投資その他の資産等が増加した

こと等により、57億3,739万円（前連結会計年度比1,755万円増）となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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②負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、81億3,969万円（前連結会計年度比4,937万円増）となりました。 

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金並びに短期借入金等が減少した結果、40億7,195万円（前連結会

計年度比1億1,456万円減）となりました。 

固定負債につきましては、社債及び長期借入金が増加したことなどにより、40億6,773万円（前連結会計年度比

1億6,393万円増）となりました。 

③純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、12億2,736万円（前連結会計年度比3,488万円増）となりまし

た。四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したものの、為替換算調整勘定による控除額が減少したこと等

によるものであります。 

  

当第2四半期の業績は損失となりましたが、ほぼ計画通りに推移しており、現時点におきましては、平
成21年５月20日の決算発表時における業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

１ 棚卸資産の評価方法  
 当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ
いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
２ 経過勘定項目の算定方法  

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
３ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計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。 
４ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去  
 当該債権と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権
と債務を相殺消去しております。  
 連結会社相互間の取引の相殺消去  
 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法によ
り相殺消去しております。  
５ 未実現損益の消去  

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積
もって計算しております。  

  

該当事項はありません。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,882,144 1,567,881

受取手形及び売掛金 709,226 825,940

たな卸資産 742,214 804,279

その他 303,526 374,720

貸倒引当金 △7,439 △9,853

流動資産合計 3,629,672 3,562,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,559,467 1,588,639

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 736,999 706,406

土地 2,810,842 2,808,087

建設仮勘定 10,891 43,223

有形固定資産合計 5,118,201 5,146,356

無形固定資産   

のれん 309,899 324,258

その他 16,615 17,954

無形固定資産合計 326,514 342,213

投資その他の資産   

その他 354,380 253,184

貸倒引当金 △61,702 △21,913

投資その他の資産合計 292,677 231,270

固定資産合計 5,737,393 5,719,841

資産合計 9,367,065 9,282,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 406,073 467,483

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

短期借入金 3,178,896 3,249,857

引当金 7,482 9,813

その他 359,507 339,368

流動負債合計 4,071,958 4,186,522

固定負債   

社債 140,000 100,000

長期借入金 2,133,415 1,924,683

退職給付引当金 40,634 42,298

役員退職慰労引当金 352,840 358,384

その他 1,400,848 1,478,438

固定負債合計 4,067,738 3,903,804

負債合計 8,139,697 8,090,326
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6



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052,850 1,052,850

資本剰余金 236,436 236,436

利益剰余金 △489,157 △487,222

自己株式 △3,498 △3,453

株主資本合計 796,630 798,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,114 △6,932

土地再評価差額金 462,885 462,885

為替換算調整勘定 △26,040 △62,090

評価・換算差額等合計 430,730 393,861

少数株主持分 7 9

純資産合計 1,227,368 1,192,482

負債純資産合計 9,367,065 9,282,809
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 3,218,231 2,818,592

売上原価 2,547,777 2,182,517

売上総利益 670,453 636,075

販売費及び一般管理費 598,963 608,526

営業利益 71,490 27,548

営業外収益   

受取利息 1,963 1,000

受取配当金 352 318

為替差益 － 6,071

その他 10,307 8,161

営業外収益合計 12,623 15,551

営業外費用   

支払利息 67,202 63,035

その他 15,100 5,899

営業外費用合計 82,303 68,934

経常利益又は経常損失（△） 1,810 △25,833

特別利益   

固定資産売却益 － 2,017

貸倒引当金戻入額 3,862 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 14,986

特別利益合計 3,862 17,003

特別損失   

固定資産除却損 13,005 918

前期損益修正損 8,416 －

特別損失合計 21,421 918

税金等調整前四半期純損失（△） △15,748 △9,749

法人税、住民税及び事業税 6,203 2,125

法人税等調整額 5,527 △9,938

法人税等合計 11,730 △7,813

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純損失（△） △27,479 △1,935
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △15,748 △9,749

減価償却費 130,963 123,356

のれん償却額 14,359 14,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,424 37,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,029 △320

製品保証引当金の増減額（△は減少） △160 △2,010

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,039 △1,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,875 △5,544

未払人件費の増減額（△は減少） △18,019 △23,663

受取利息及び受取配当金 △2,315 △1,318

支払利息 67,202 63,035

固定資産除売却損益（△は益） 13,005 △1,098

売上債権の増減額（△は増加） 124,845 55,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 92,858 69,251

仕入債務の増減額（△は減少） △287,991 △65,285

その他 △13,190 67,859

小計 101,191 320,194

利息及び配当金の受取額 2,322 1,315

利息の支払額 △66,256 △66,807

法人税等の支払額 △25,623 △8,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,634 246,360

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 430,193 530,354

定期預金の預入による支出 △560,354 △584,515

有形固定資産の売却による収入 12,855 2,994

有形固定資産の取得による支出 △94,071 △98,730

無形固定資産の取得による支出 △3,065 －

投資有価証券の取得による支出 △1,890 △1,884

貸付金の回収による収入 224 296

貸付けによる支出 － △56

その他 11,563 △1,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △204,545 △152,579

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △159,533 △106,021

長期借入れによる収入 550,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △522,728 △661,048

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △280,000 △60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △16,965

自己株式の取得による支出 △39 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,300 155,920

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,443 10,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △665,654 260,102

現金及び現金同等物の期首残高 1,768,670 792,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,103,016 1,053,019
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 駐車場関連事業 ……駐車場管理機械等 

(2) 電子機器部品事業……放送用・医療用モニタテレビ、電算機用CRTディスプレイ、ソケット、コネクタ、

電源ユニット、システム機器等 

(3) 賃貸業     ……建物、土地の賃貸等 

  

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

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 駐車場関連事業 ……駐車場管理機械等 

(2) 電子機器部品事業……放送用・医療用モニタテレビ、電算機用CRTディスプレイ、ソケット、コネクタ、

電源ユニット、システム機器等 

(3) 賃貸業     ……建物、土地の賃貸等 

  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

駐車場関連 
事業 
(千円)

電子機器部品
事業 
(千円)

賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

1,778,322 1,379,864 60,043 3,218,231 ― 3,218,231

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,778,322 1,379,864 60,043 3,218,231 ― 3,218,231

営業利益 182,174 47,072 25,159 254,406 (182,916) 71,490

駐車場関連 
事業 
(千円)

電子機器部品
事業 
(千円)

賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

1,748,954 1,012,474 57,163 2,818,592 ― 2,818,592

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,748,954 1,012,474 57,163 2,818,592 ― 2,818,592

営業利益又は営業損失(△) 230,147 △ 3,639 24,233 250,741 (223,192) 27,548
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年 4月 1日 至 平成20年９月30日) 

  
  

 
(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア    …… タイ 

  

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

  

 
(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア    …… タイ 

  

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

3,000,526 217,704 3,218,231 ― 3,218,231

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

17,078 45,022 62,100 (62,100) ―

計 3,017,604 262,727 3,280,331 (62,100) 3,218,231

営業利益又は営業損失(△) 261,185 △ 7,732 253,453 (181,963) 71,490

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

2,650,339 168,252 2,818,592 ― 2,818,592

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

90,631 72,199 162,831 (162,831) ―

計 2,740,971 240,452 2,981,423 (162,831) 2,818,592

営業利益又は営業損失(△) 255,962 △ 20,528 235,433 (207,884) 27,548
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア    ……タイ、中国、韓国 

(2)その他の地域  ……ポルトガル、アメリカ、オランダ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア    ……タイ、中国、ベトナム 

(2)その他の地域  ……ポルトガル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

6. その他の情報 

該当事項はありません。 

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 360,180 9,457 369,637

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 3,218,231

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

11.2 0.3 11.5

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 267,247 5,731 272,978

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 2,818,592

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

9.5 0.2 9.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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