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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,289 69.7 263 479.6 275 394.9 160 144.2
21年3月期第3四半期 759 ― 45 ― 55 ― 65 ―

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3四半期 14.90 ―

21年3月期第3四半期 6.10 ―

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3四半期 1,609 1,259 78.2 116.80
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3四半期  1,259百万円 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 1,560 43.0 270 184.9 285 163.2 165 42.1 15.30
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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、４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3四半期 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3四半期  12,388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3四半期 10,783,834株 21年3月期第3四半期 10,784,844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10月30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、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。 
 
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３四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
見え始める一方で、円高の進行、失業者の増加、デフレーション基調等景気動向は先行き不透明なまま推
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３四半期累計期間における業績は、売上高1,289,069千円（前年同期比69.7％増）、
営業利益263,072千円（前年同期比479.6％増）、経常利益275,060千円（前年同期比394.9％増）、四半期
純利益160,656千円（前年同期比144.2％増）となり、前年同期に比べ大幅に伸長いたしました。 

  

当第３四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134,101千円の増加、負債は
28,684千円の減少、純資産は162,785千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109,832千円減少、完成工事未収入金35,173千円増加、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31,829千円増加、未払法人税等63,620千円増加、その他流動負債
25,858千円増加、預り金181,113千円減少であります。 
 純資産の主な増加要因は、四半期純利益160,656千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、90,895千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278,348千円、仕入債務の増加額54,811千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加
額37,879千円、預り金の減少額181,113千円であります。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、200,669千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、109,832千円減少し、411,967千円とな
りました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績を踏まえ、また、現在進行中
の第４四半期会計期間の進捗状況を勘案し、平成21年10月30日に公表いたしました業績予想を変更してお
ります。 

  

・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

平成22年3月期通期個別業績予想数値の修正（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

平成21年10月30日 
前回発表予想（A） 1,500 230 250 145 13.45

今回修正予想（B） 1,560 270 285 165 15.30

増減額（B－A） 60 40 35 20 ―

増減率（%） 4.0 17.4 14.0 13.8 ―

前期実績（平成21年3月期） 1,090 94 108 116 10.77
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修正の理由 
 売上高につきましては、「リニューアル事業」および「駐車場運営管理事業」における営業強化が功を
奏し、オフィスビルの入退去に伴う内装工事の受注増加および駐車場運営管理契約の新規獲得により、前
回予想を上回る見通しです。 
 また、営業利益、経常利益および当期純利益につきましては、上記売上高の増加に加え、継続的な原価
管理の徹底と販管費の抑制により、前回予想を上回る見通しです。 
 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、実際の業績等はさまざまな要因により異なる可能性がありま
す。 
  

  

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。 

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 411,967 521,800

売掛金 18,562 15,856

完成工事未収入金 76,799 41,625

未成工事支出金 352 693

前払費用 1,711 1,406

関係会社短期貸付金 1,000,000 800,000

繰延税金資産 9,739 7,899

その他 8,076 3,579

貸倒引当金 △810 △454

流動資産合計 1,526,398 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 △3,432 △3,336

建物（純額） 808 905

車両運搬具 1,044 1,044

減価償却累計額 △1,020 △1,013

車両運搬具（純額） 23 31

工具、器具及び備品 7,474 6,805

減価償却累計額 △4,914 △3,795

工具、器具及び備品（純額） 2,560 3,010

土地 22,048 22,048

有形固定資産合計 25,440 25,995

無形固定資産 148 238

投資その他の資産   

投資有価証券 20,568 18,033

敷金及び保証金 23,802 23,802

破産更生債権等 14,150 16,112

繰延税金資産 13,541 15,320

貸倒引当金 △14,150 △16,112

投資その他の資産合計 57,911 57,156

固定資産合計 83,501 83,389

資産合計 1,609,899 1,475,797
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 72,987 50,005

工事未払金 63,526 31,696

未払金 7,393 3,467

未払費用 4,841 7,767

未払法人税等 98,346 34,725

未払消費税等 13,789 5,296

預り金 9,946 191,060

賞与引当金 4,604 9,660

その他 32,208 6,350

流動負債合計 307,645 340,030

固定負債   

長期預り敷金 26,175 22,474

退職給付引当金 16,591 16,591

固定負債合計 42,766 39,066

負債合計 350,411 379,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 187,006 26,350

自己株式 △1,595 △1,535

株主資本合計 1,257,470 1,096,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,016 △172

評価・換算差額等合計 2,016 △172

純資産合計 1,259,487 1,096,701

負債純資産合計 1,609,899 1,475,797
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 759,840 1,289,069

売上原価 568,926 887,490

売上総利益 190,914 401,579

販売費及び一般管理費 145,527 138,506

営業利益 45,386 263,072

営業外収益   

受取利息 8,051 11,596

受取配当金 401 346

仕入割引 13 －

雑収入 2,347 44

営業外収益合計 10,813 11,987

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 55,576 275,060

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 3,698 1,605

企業年金返戻金 28,654 2,243

特別利益合計 35,600 4,445

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 91,177 278,348

法人税、住民税及び事業税 25,393 119,254

法人税等調整額 － △1,562

法人税等合計 25,393 117,692

四半期純利益 65,783 160,656
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 91,177 278,348

減価償却費 2,236 1,223

無形固定資産償却費 273 89

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,384 △5,055

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,076 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,869 △1,605

受取利息及び受取配当金 △8,452 △11,943

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） 242,362 △37,879

たな卸資産の増減額（△は増加） 180 340

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,358 △632

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,567 38,278

仕入債務の増減額（△は減少） △44,900 54,811

預り金の増減額（△は減少） 4,606 △181,113

未払費用の増減額（△は減少） △2,972 △2,926

その他 29,183 5,662

小計 293,590 138,754

利息及び配当金の受取額 5,323 7,775

利息の支払額 △299 －

法人税等の支払額 △118,852 △55,634

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,761 90,895

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の売却による収入 10,000 －

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 △669

投資活動によるキャッシュ・フロー △632,076 △200,669

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 △45 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,045 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △652,360 △109,832

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 418,711 411,967
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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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