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１．平成 23 年３月期第２四半期の業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 

(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 ％

23 年３月期第２四半期 25,732 △23.9 609 △39.5 635 △37.1 308 △41.8

22 年３月期第２四半期 33,824 17.5 1,007 208.1 1,010 136.3 529 136.7
 

 
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

23 年３月期第２四半期 10.84 ――― 

22 年３月期第２四半期 18.62 ――― 
 
(2) 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

23 年３月期第２四半期 48,906 20,155 41.2 708.98 

22 年３月期 48,058 20,146 41.9 708.65 

（参考）自己資本  23 年３月期第２四半期 20,155 百万円 22 年３月期 20,146 百万円 
  
２．配当の状況 

 年間配当金  

 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

22 年３月期 ――― 10.00 ――― 10.00 20.00 

23 年３月期 ――― 10.00    

23 年３月期(予想)   ――― 10.00 20.00  

（注）当四半期における配当予想の修正の有無：無 
 

３．平成 23 年３月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率）

 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 55,000 △13.1 1,200 △47.6 1,300 △45.7 600 △35.5 21.08 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 



 
４．その他 （詳細は，【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続，表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更        ： 無 
（注）「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，表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23 年３月期２Ｑ 28,459,991 株 22 年３月期 28,459,991 株

② 期末自己株式数 23 年３月期２Ｑ 30,430 株 22 年３月期 30,330 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23 年３月期２Ｑ 28,429,627 株 22 年３月期２Ｑ 28,432,064 株

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は，金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり，この四半

期決算短信の開示時点において，金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ていません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 

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

合理的であると判断する一定の前提に基づいており，実際の業績等は様々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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に

ついては，四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は，海外経済の改善などを背景とした企業収益の持ち直

しがみられる一方で，円高の進行，株価の低迷など企業収益への影響が懸念され，景気の先行きは依

然として不透明な状況で推移しました。 

このような経営環境のなか，当社の第２四半期累計期間の受注高は，31,163 百万円（前年同期比

19.1％増）となりました。また，売上高は，25,732 百万円（前年同期比 23.9％減）となりました。 

損益面につきましては，経常利益 635 百万円（前年同期比 37.1％減），四半期純利益は 308 百万円

（前年同期比 41.8％減）となりました。 

 

セグメントの状況は，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，メンテナンス工事については堅調に推移しましたが，駐車装置本体のうち，主にエレベ

ータパーキングが減少し 13,334 百万円となりました。 

売上高は，受注高と同様にメンテナンス工事については堅調に推移しましたが，駐車装置本体のう

ち，主にエレベータパーキングが減少し 13,964 百万円となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

受注高は，荷役運搬設備，標準型クレーンが増加し，またクレーン改修工事も堅調に推移し 17,829

百万円となりました。 

売上高は，標準型クレーンは堅調に推移しましたが，荷役運搬設備，クレーン改修工事が減少し

11,768 百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は，前事業年度末に対して 847 百万円増加し，48,906 百万円（前期

比 1.8％増）となりました。これは主に，短期貸付金が増加したことによるものであります。 

負債は，前事業年度末に対して 838 百万円増加し，28,750 百万円（前期比 3.0％増）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，前事業年度末に対して９百万円増加し，20,155百万円（前期比0.0％増）となりました。

これは主に，期末の配当金の支払による減少があるものの，四半期純利益がそれを上回ったことによ

るものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年５月７日に発表いたしました平成 23 年３月期の業績予想に変更事項はありません。 
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２．その他の情報 
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 
 
１ たな卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては，一部実地たな卸しを省略し，前事業年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また，たな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

を見積もり，簿価切下げを行なう方法によっております。 

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。 

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ないと認められるので，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 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) 会計処理の原則・手続，表示方法等の変更の概要 
 

第１四半期会計期間より，「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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3. 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22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,664,679 894,195

受取手形及び売掛金 12,301,515 14,223,275

たな卸資産 9,734,370 9,337,020

短期貸付金 9,498,368 6,842,256

その他 2,377,174 3,005,638

貸倒引当金 △223,661 △203,605

流動資産合計 35,352,447 34,098,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,227,029 4,227,029

その他（純額） 3,190,361 3,298,013

有形固定資産合計 7,417,390 7,525,042

無形固定資産 812,829 992,280

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,531,170 2,528,853

その他 3,329,622 3,448,652

貸倒引当金 △537,453 △535,259

投資その他の資産合計 5,323,339 5,442,245

固定資産合計 13,553,560 13,959,568

資産合計 48,906,007 48,058,351

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,419,786 10,540,300

短期借入金 1,730,000 1,730,000

未払法人税等 340,540 718,124

前受金 4,347,715 2,315,934

賞与引当金 1,360,345 1,331,094

保証工事引当金 1,565,733 1,418,954

受注工事損失引当金 1,426,397 1,078,465

その他 1,774,741 1,889,512

流動負債合計 21,965,258 21,022,385

固定負債   

退職給付引当金 6,334,973 6,481,729

その他 449,806 407,513

固定負債合計 6,784,780 6,889,242

負債合計 28,750,039 27,911,627
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

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 16,120,698 16,096,838

自己株式 △10,535 △10,499

株主資本合計 20,153,997 20,130,172

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,976 14,734

繰延ヘッジ損益 5,948 1,816

評価・換算差額等合計 1,971 16,551

純資産合計 20,155,968 20,146,723

負債純資産合計 48,906,007 48,058,351
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 33,824,706 25,732,750

売上原価 28,312,505 20,883,720

売上総利益 5,512,201 4,849,029

販売費及び一般管理費 4,504,640 4,239,219

営業利益 1,007,560 609,810

営業外収益   

受取利息 23,080 11,557

受取配当金 3,703 3,833

その他 69,396 84,025

営業外収益合計 96,181 99,416

営業外費用   

支払利息 10,568 16,080

その他 82,965 57,836

営業外費用合計 93,534 73,916

経常利益 1,010,207 635,310

特別損失 31,750 5,787

税引前四半期純利益 978,457 629,523

法人税、住民税及び事業税 448,951 321,356

法人税等合計 448,951 321,356

四半期純利益 529,505 308,167
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 978,457 629,523

減価償却費 587,396 648,342

減損損失 31,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,418 29,251

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,677 △146,755

保証工事引当金の増減額（△は減少） 318,896 146,779

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △203,070 347,932

受取利息及び受取配当金 △26,784 △15,391

支払利息 10,568 16,080

売上債権の増減額（△は増加） 5,080,696 1,920,920

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,139,954 △397,350

仕入債務の増減額（△は減少） △5,222,106 △1,205,020

前受金の増減額（△は減少） △3,079,831 2,031,780

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,234 127,197

その他 △659,790 689,134

小計 △91,475 4,822,425

利息及び配当金の受取額 32,324 14,209

利息の支払額 △14,782 △16,148

法人税等の支払額 △449,063 △679,179

営業活動によるキャッシュ・フロー △522,996 4,141,307

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 △274,277 △317,171

無形固定資産の取得による支出 △49,110 △79,115

貸付金の回収による収入 141,242 －

その他 △11,477 3,413

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,621 △392,872

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △367,922 △285,119

その他 △20,767 △29,616

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,690 △314,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,280 △7,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,111,589 3,426,595

現金及び現金同等物の期首残高 10,481,969 7,736,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,370,380 11,163,048
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(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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４．補足情報 

(1) 受注及び販売の状況 
① 受注実績 

 

セグメントの名称 
受注高 

(千円) 

前年同四半期比

（％） 

受注残高 

(千円) 

前年同四半期比

（％） 

パーキングシステム事業 13,334,014 ― 22,812,667 ― 

運搬・物流システム事業 17,829,291 ― 33,227,887 ― 

合計 31,163,306 ― 56,040,554 ― 

(注) 上記の金額には，消費税等は含まれておりません。 

 
② 販売実績 

 

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

パーキングシステム事業 13,964,187 ― 

運搬・物流システム事業 11,768,562 ― 

合計 25,732,750 ― 

(注) 上記の金額には，消費税等は含まれておりません。 
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