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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 10,390 △1.1 449 ― 469 ― 191 ―
23年3月期第1四半期 10,509 △42.4 △253 ― △231 ― △130 ―

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

24年3月期第1四半期 6.73 ―
23年3月期第1四半期 △4.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 49,748 20,208 40.6
23年3月期 51,126 20,282 39.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  20,208百万円 23年3月期  20,282百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 26,000 1.0 600 △1.6 650 2.3 380 23.3 13.35
通期 59,500 10.3 2,000 17.1 2,100 15.1 1,200 66.6 42.16



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 28,459,991 株 23年3月期 28,459,991 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 31,125 株 23年3月期 31,125 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,428,866 株 23年3月期1Q 28,429,661 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．当四半期決算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１四半期累計期間におけるわが国経済は，本年３月に発生した東日本大震災による直接的被害

に加え，電力供給の制約により企業活動に支障をきたすなど，景気の先行きは依然として不透明な状

況が続いております。 

このような経営環境のなか，当社の第１四半期累計期間の受注高は,13,052 百万円（前年同期比

32.5％減）となりました。また，売上高は，10,390 百万円（前年同期比 1.1％減）となりました。 

損益面につきましては，営業利益 449 百万円（前年同期は 253 百万円の営業損失），経常利益 469

百万円（前年同期は 231 百万円の経常損失）また四半期純利益は 191 百万円（前年同期は 130 百万円

の四半期純損失）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，駐車装置本体のうち，二・多段式駐車装置は，堅調に推移しましたが，主にエレベータ

パーキングが減少し 5,890 百万円（前年同期比 16.7％減）となりました。 

売上高は，メンテナンス・改修工事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 5,386 百万円（前年同期比 16.9％減）となりました。 

損益面につきましては，46 百万円の営業利益（前年同期は 192 百万円の営業損失）となりました。 

 

（運搬・物流システム事業） 

受注高は，主に荷役運搬設備，標準型クレーンが減少し 7,161 百万円（前年同期比 41.6％減）とな

りました。 

売上高は，クレーン改修工事が増加し，また荷役運搬設備，標準型クレーンともに堅調に推移し

5,003 百万円（前年同期比 24.2％増）となりました。 

損益面につきましては，403 百万円の営業利益（前年同期は 61 百万円の営業損失）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は，前事業年度末に対して 1,378 百万円減少し 49,748 百万

円（前期比 2.7％減）となりました。これは主に，受取手形及び売掛金が減少したことによるもので

あります。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は，前事業年度末に対して 1,304 百万円減少し 29,539

百万円（前期比 4.2％減）となりました。これは主に，未払法人税等，賞与引当金などが減少したこ

とによるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産は，前事業年度末に対して73百万円減少し20,208百万円（前

期比0.4％減）となりました。これは主に，期末の配当金の支払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 23 年５月６日に発表いたしました平成 24 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．サマリー情報（その他）に関する事項 
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 

○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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

該当事項はありません。 
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,769,820 1,964,031 

受取手形及び売掛金 13,052,941 10,559,220 

たな卸資産 8,116,503 9,553,728 

短期貸付金 12,073,055 11,601,421 

その他 2,916,214 2,974,863 

貸倒引当金 △190,759 △146,285 

流動資産合計 37,737,777 36,506,981 

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,224,382 4,224,382 

その他（純額） 3,026,973 2,912,780 

有形固定資産合計 7,251,355 7,137,162 

無形固定資産 718,878 652,026 

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,704,775 2,701,157 

その他 3,208,742 3,245,165 

貸倒引当金 △494,818 △494,214 

投資その他の資産合計 5,418,700 5,452,108 

固定資産合計 13,388,933 13,241,298 

資産合計 51,126,710 49,748,280 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,232,809 10,096,407 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 822,320 238,164 

前受金 5,346,512 6,717,111 

賞与引当金 1,364,216 711,890 

保証工事引当金 1,638,098 1,069,344 

受注工事損失引当金 1,743,499 1,728,949 

その他 2,409,471 1,772,887 

流動負債合計 24,056,926 22,834,753 

固定負債   

退職給付引当金 6,320,923 6,272,624 

その他 466,546 432,552 

固定負債合計 6,787,470 6,705,177 

負債合計 30,844,397 29,539,931 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 16,248,714 16,155,683 

自己株式 △10,787 △10,787 

株主資本合計 20,281,760 20,188,729 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 519 21,437 

繰延ヘッジ損益 32 △1,817 

評価・換算差額等合計 552 19,619 

純資産合計 20,282,313 20,208,348 

負債純資産合計 51,126,710 49,748,280 
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 10,509,687 10,390,418 

売上原価 8,728,483 7,933,932 

売上総利益 1,781,203 2,456,485 

販売費及び一般管理費 2,034,992 2,006,842 

営業利益又は営業損失（△） △253,788 449,643 

営業外収益   

受取利息 6,952 7,384 

受取配当金 3,480 3,067 

その他 46,122 36,377 

営業外収益合計 56,555 46,829 

営業外費用   

支払利息 7,957 4,359 

その他 25,992 22,516 

営業外費用合計 33,949 26,876 

経常利益又は経常損失（△） △231,182 469,596 

特別利益 3,585 － 

特別損失 919 40 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △228,515 469,556 

法人税、住民税及び事業税 △98,452 278,289 

法人税等調整額 － － 

法人税等合計 △98,452 278,289 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,063 191,267 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(4) 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 5,890,973 △16.7 21,278,048 △11.5 

運搬・物流システム事業 7,161,281 △41.6 36,917,947 4.3 

合計 13,052,255 △32.5 58,195,995 △2.1 

(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 5,386,809 △16.9 

運搬・物流システム事業 5,003,608 24.2 

合計 10,390,418 △1.1 

(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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