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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 4,336 0.5 238 62.5 183 212.9 123 52.4
22年3月期第3四半期 4,316 △11.2 147 △2.5 58 0.3 80 558.7

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3四半期 15.36 ―
22年3月期第3四半期 10.08 ―

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3四半期 10,428 1,470 14.1 183.18
22年3月期 8,725 1,349 15.5 168.11

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,470百万円 22年3月期  1,349百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,800 0.7 260 14.5 160 31.1 110 △11.3 13.70



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おります。 

※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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 8,038,100株 22年3月期  8,038,100株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  11,947株 22年3月期  11,947株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,026,153株 22年3月期3Q 8,026,415株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月1日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、中国や新興国向け

の輸出の増加など一部では景気に持ち直しの動きが見られたものの、デフレ経済の進行、景気刺激策の縮小や円

相場の高止まりに加え失業率も高水準にあるなど、企業の収益環境も引き続き先行き不透明感を感じざるを得な

い状況にあります。 

このような状況の中で、当社の主力事業である駐車場関連事業は、概ね堅調に推移し、電子機器部品事業のＣ

ＲＴ・ＬＣＤモニタ及びソケット、コネクタの電子部品並びにデジタルカメラ、携帯電話、自動車部品用プレス

部品の売上が、世界経済悪化の影響より脱し回復傾向にあることから、当第３四半期連結累計期間の連結業績の

売上高は43億3,657万円（前年同期比0.5％増）となりました。損益面につきましては、平成22年10月に賃貸業の

収益力を図る目的で購入いたしましたＫＭＭビルの不動産取得税等初期費用が1億1,484万円発生しましたが、生

産の効率化や経費削減等、原価低減を積極的に推進した結果、営業利益は2億3,895万円（前年同期比62.5％

増）、経常利益は1億8,362万円（前年同期比212.9％増）、四半期純利益は1億2,330万円（前年同期比52.4％増）

となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（駐車場運営事業） 

時間貸駐車場の運営をしており、売上高は13億1,674万円、営業利益は1億5,941万円となりました。 

（駐車場機器事業） 

バーゲート式全自動パーキングシステムとロック板式集中管理システムを中心に製造販売しており、売上高は9

億9,840万円、営業利益は1億568万円となりました。 

（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モニタの製造販売、電子精密部品におきま

しては、ソケット、コネクタの製造販売、及びデジカメ・携帯電話・ＨＤＤ用部品、自動車部品用各種プレス部

品の製造販売をしており、売上高は17億2,688万円、営業利益は3億359万円となりました。 

（その他） 

新規事業及び賃貸事業を含めており、平成22年10月に賃貸業の収益力を図る目的で購入いたしましたＫＭＭビ

ルの不動産取得税等初期費用が1億1,484万円発生した結果、売上高は2億9,453万円、営業損失は8,940万円となり

ました。 

  

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、104億2,869万円（前連結会計年度比17億346万円増）となりま

した。 

流動資産につきましては、たな卸資産が減少したものの、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が増加し

たこと等により、31億4,730万円（前連結会計年度比3,502万円増）となりました。 

固定資産につきましては、ＫＭＭビルを取得した結果、建物及び構築物並びに土地が増加し72億8,138万円

（前連結会計年度比16億6,843万円増）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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３四半期連結会計期間末の負債合計は、89億5,844万円（前連結会計年度比15億8,247万円増）となりま

した。 

流動負債につきましては、短期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金並びに流動負債その他等が増

加した結果、36億3,557万円（前連結会計年度比1億873万円増）となりました。 

固定負債につきましては、長期借入金及び固定負債その他等が増加したことなどにより、53億2,286万円

（前連結会計年度比14億7,373万円増）となりました。 

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、14億7,024万円（前連結会計年度比1億2,099万円増）となり

ました。四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。 

  

平成23年３月の連結業績予想につきましては、平成22年５月20日に公表した連結業績予想と変更ございませ

んが、修正が確定次第速やかにお知らせ致します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

１ 棚卸資産の評価方法  
 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期
間末の実地棚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、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 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場合に、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。 
  

１ 会計処理基準に関する事項の変更 
  
 第１四半期連結会計期間より、「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。 
なお、これによる損益への影響はありません。 

  

２ 表示方法の変更 
  
（四半期連結損益計算書関係） 
①「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期
連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
  
②前３第四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「作業く
ず売却益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記し
ております。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業くず売却
益」は694千円であります。 
  
(四半期連結キャッシュ・フロ－計算書関係） 
①前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロ－」の「その他」に含めて
いた「長期受入保証金の増減額（△は減少）」は明瞭表示のため、当第３四半期連結累計期間では区分
掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロ
－」の「その他」に含まれる「長期受入保証金の増減額（△は減少）」は、△26,708千円であります。
  
②前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロ－」の「貸付金の回収によ
る収入」及び「貸付けによる支出」は区分掲記しておりましたが、明瞭表示のため、当第３四半期連結
累計期間では「投資活動によるキャッシュ・フロ－」の「その他」に含めて表示することとしておりま
す。なお、当第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロ－」の「その他」に含まれ
る「貸付金の回収による収入」及び「貸付けによる支出」は、それぞれ226千円及び△125千円でありま
す。 

  

該当事項は有りません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,682,491 1,637,840

受取手形及び売掛金 726,112 615,810

たな卸資産 477,772 572,051

その他 276,202 299,786

貸倒引当金 △15,275 △13,213

流動資産合計 3,147,303 3,112,276

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,265,664 1,509,344

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 623,922 670,442

土地 3,824,005 2,810,291

リース資産（純額） 53,595 64,314

建設仮勘定 4,723 4,683

有形固定資産合計 6,771,910 5,059,076

無形固定資産

のれん 274,001 295,540

その他 15,337 15,524

無形固定資産合計 289,339 311,064

投資その他の資産

その他 231,986 321,317

貸倒引当金 △11,847 △78,509

投資その他の資産合計 220,139 242,808

固定資産合計 7,281,388 5,612,949

資産合計 10,428,692 8,725,225

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 433,430 335,088

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

短期借入金 2,498,722 2,750,340

引当金 4,126 9,723

その他 619,299 351,688

流動負債合計 3,635,579 3,526,840

固定負債

社債 160,000 110,000

長期借入金 3,358,137 1,991,953

退職給付引当金 34,758 39,268

役員退職慰労引当金 346,121 342,530

その他 1,423,853 1,365,380

固定負債合計 5,322,869 3,849,132

負債合計 8,958,449 7,375,973
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,052,850 1,052,850

資本剰余金 236,436 236,436

利益剰余金 △239,531 △362,840

自己株式 △3,498 △3,498

株主資本合計 1,046,256 922,947

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,163 △3,485

土地再評価差額金 462,885 462,885

為替換算調整勘定 △34,744 △33,103

評価・換算差額等合計 423,976 426,296

少数株主持分 10 9

純資産合計 1,470,243 1,349,252

負債純資産合計 10,428,692 8,725,225
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 4,316,744 4,336,572

売上原価 3,304,810 3,204,504

売上総利益 1,011,933 1,132,067

販売費及び一般管理費 864,907 893,110

営業利益 147,026 238,957

営業外収益

受取利息 1,380 472

受取配当金 501 572

為替差益 － 2,955

作業くず売却益 － 20,493

その他 15,798 12,774

営業外収益合計 17,680 37,269

営業外費用

支払利息 94,132 86,642

その他 11,891 5,963

営業外費用合計 106,023 92,606

経常利益 58,683 183,620

特別利益

固定資産売却益 8,342 －

貸倒引当金戻入額 － 6,691

役員退職慰労引当金戻入額 14,986 －

特別利益合計 23,328 6,691

特別損失

固定資産除却損 1,158 9,134

減損損失 3,453 －

前期損益修正損 930 －

特別損失合計 5,541 9,134

税金等調整前四半期純利益 76,469 181,177

法人税、住民税及び事業税 3,441 39,666

法人税等調整額 △7,860 18,200

法人税等合計 △4,419 57,867

少数株主損益調整前四半期純利益 － 123,310

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 80,889 123,309
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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利益 76,469 181,177

減価償却費 186,138 179,022

減損損失 3,453 －

のれん償却額 21,539 21,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,201 △64,599

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,672 △4,397

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,280 △1,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,302 2,994

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177 3,590

未払人件費の増減額（△は減少） △31,931 △29,300

受取利息及び受取配当金 △1,882 △1,045

支払利息 94,132 86,642

固定資産除売却損益（△は益） △7,183 9,134

売上債権の増減額（△は増加） 1,783 △110,663

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,938 101,638

仕入債務の増減額（△は減少） 21,666 98,451

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 66,761

長期受入保証金の増減額（△は減少） － 130,828

その他 90,820 82,141

小計 590,058 752,718

利息及び配当金の受取額 1,869 1,057

利息の支払額 △90,855 △80,390

法人税等の支払額 △14,574 △27,030

法人税等の還付額 － 10,324

営業活動によるキャッシュ・フロー 486,497 656,678

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 647,963 572,253

定期預金の預入による支出 △720,174 △196,365

有形固定資産の売却による収入 12,012 173,108

有形固定資産の取得による支出 △130,669 △1,907,794

無形固定資産の取得による支出 △54 △1,779

投資有価証券の取得による支出 △2,814 △2,869

貸付金の回収による収入 415 －

貸付けによる支出 △56 －

その他 △102 71

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,479 △1,363,376
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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） △260,025 △341,062

長期借入れによる収入 1,150,000 2,400,000

長期借入金の返済による支出 △870,755 △944,164

社債の発行による収入 100,000 100,000

社債の償還による支出 △80,000 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △24,904 △37,379

自己株式の取得による支出 △45 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,269 1,127,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,442 △158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,730 420,538

現金及び現金同等物の期首残高 792,917 1,010,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,107,647 1,431,125
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当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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 

  

(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

2,586,144 1,644,864 85,734 4,316,744 ― 4,316,744

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,586,144 1,644,864 85,734 4,316,744 ― 4,316,744

営業利益 364,890 71,151 37,099 473,140 (326,114) 147,026

【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

3,983,288 333,455 4,316,744 ― 4,316,744

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

121,514 73,972 195,486 (195,486) ―

計 4,104,803 407,427 4,512,230 (195,486) 4,316,744

営業利益 484,222 8,402 492,624 (345,598) 147,026
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前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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、ドイツ 

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。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の事業は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「駐車場運営事業」、「駐車場機

器事業」及び「電子機器部品事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分を決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。 

 「駐車場運営事業」は、時間貸駐車場等の管理運営を行っております。「駐車場機器事業」は、駐車場

に設置されるコインパーキング装置等を製造販売しております。「電子機器部品事業」は、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、コネクタ等を製造販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第3四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含めない事業セグメントであり、新規事業及び賃貸業を含んでおります。

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 439,106 9,942 449,049

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 4,316,744

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

10.2 0.2 10.4

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

合計
駐車場運営 
事業

駐車場機器
事業

電子機器部品
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,316,747 998,405 1,726,883 4,042,036 294,536 4,336,572

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

- - - - - -

計 1,316,747 998,405 1,726,883 4,042,036 294,536 4,336,572

セグメント利益又は損失（△） 159,419 105,681 303,593 568,693 △ 89,407 479,286
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 568,693

「その他」の区分の利益 △ 89,407

全社費用(注) △ 240,329

四半期連結損益計算書の営業利益 238,957

(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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