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１．平成 24 年３月期第２四半期の業績（平成 23 年４月１日～平成 23 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 ％

24 年３月期第２四半期 23,441  △8.9 907 48.9 936 47.4 451 46.4

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

 
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２四半期 15.87 ――― 

23 年３月期第２四半期 10.84 ――― 
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率  
 百万円 百万円 ％ 

24 年３月期第２四半期 51,101 20,447 40.0  

23 年３月期 51,126 20,282 39.7  

（参考）自己資本 24 年３月期第２四半期 20,447 百万円 23 年３月期 20,282 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 

23 年３月期 ――― 10.00 ――― 10.00 20.00  

24 年３月期 ――― 10.00     

24 年３月期(予想)   ――― 10.00 20.00  

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
 

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，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 60,000 11.2 2,400 40.5 2,500 37.1 1,300 80.4 45.68 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 



 

 
 
 

 
４．その他 

(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 

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 

 

(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) 24 年３月期２Ｑ 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２Ｑ 32,239 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２Ｑ 28,428,561 株 23 年３月期２Ｑ 28,429,627 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.３「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２四半期累計期間におけるわが国経済は，平成 23 年３月に発生した東日本大震災の影響により

依然厳しい状況にありますが，サプライチェーンの復旧等に伴い，景気は持ち直しつつあります。し

かし，欧米景気の減退や，急激な円高の進行といった不安材料により，景気の先行きは，一段と不透

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２四半期累計期間の受注高は,25,303 百万円（前年同期比

18.8％減）となりました。また，売上高は，23,441 百万円（前年同期比 8.9％減）となりました。 

損益面につきましては，営業利益 907 百万円（前年同期比 48.9％増），経常利益 936 百万円（前年

同期比 47.4％増），また四半期純利益は 451 百万円（前年同期比 46.4％増）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 12,046 百万円（前年同期比 9.7％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，主に二・多段

式駐車装置，エレベータパーキングが減少し 12,394 百万円（前年同期比 11.2％減）となりました。 

損益面につきましては，40 百万円の営業利益（前年同期比 42.1％減）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，標準型クレーン本体が減少し 13,257 百万円（前年同期比 25.6％減）

となりました。 

売上高は，クレーン改修工事が増加しましたが，標準型クレーン本体などが減少し 11,046 百万円（前

年同期比 6.1％減）となりました。 

損益面につきましては，867 百万円の営業利益（前年同期比 60.6％増）となりました。 

 

(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 

当第２四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 25 百万円減少し 51,101 百万円

（前期比 0.0％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。 

負債は，前事業年度末に対して 190 百万円減少し 30,654 百万円（前期比 0.6％減）となりました。

これは主に，未払法人税等，保証工事引当金などが減少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164百万円増加し20,447百万円（前期比0.8％増）となりました。

これは主に，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り利益

剰余金が増加したことによるものであります。 
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 ② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，売上債権の回収

や前受金の増加に伴い資金が増加したものの，たな卸資産の増加に伴う支出などにより，前事業年度

末に比べ 79 百万円減少し 12,763 百万円（前期比 0.6％減）となりました。 

 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは，次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得た資金は，398 百万円（前年同期比 90.4％減）と

なりました。これは主に，売上債権の回収や前受金の増加に伴い資金が増加したものの，たな卸資産

の増加に伴う支出など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） 

当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は，155 百万円（前年同期比 60.3％減）

となりました。これは主に，設備投資等への支出でありますが，支出額としては減少しております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は，320 百万円（前年同期比 1.8％増）

となりました。これは主に，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 24 年３月期の業績予想は，平成 23 年 10 月 17 日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」より変更はありません。 

 

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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,769,820 1,446,746

受取手形及び売掛金 13,052,941 11,217,681

たな卸資産 8,116,503 10,354,743

短期貸付金 12,073,055 12,316,947

その他 2,916,214 2,878,293

貸倒引当金 △190,759 △178,611

流動資産合計 37,737,777 38,035,802

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 2,861,999

有形固定資産合計 7,251,355 7,086,381

無形固定資産 718,878 590,212

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,704,775 2,702,601

その他 3,208,742 3,179,737

貸倒引当金 △494,818 △493,522

投資その他の資産合計 5,418,700 5,388,816

固定資産合計 13,388,933 13,065,410

資産合計 51,126,710 51,101,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,232,809 10,345,108

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 822,320 462,243

前受金 5,346,512 7,051,871

賞与引当金 1,364,216 1,375,721

保証工事引当金 1,638,098 1,028,198

受注工事損失引当金 1,743,499 1,695,227

その他 2,409,471 1,378,562

流動負債合計 24,056,926 23,836,932

固定負債   

退職給付引当金 6,320,923 6,396,740

その他 466,546 420,330

固定負債合計 6,787,470 6,817,071

負債合計 30,844,397 30,654,003
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９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 16,415,516

自己株式 △10,787 △11,244

株主資本合計 20,281,760 20,448,106

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 519 △22

繰延ヘッジ損益 32 △874

評価・換算差額等合計 552 △897

純資産合計 20,282,313 20,447,209

負債純資産合計 51,126,710 51,101,212
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 25,732,750 23,441,672

売上原価 20,883,720 18,343,854

売上総利益 4,849,029 5,097,817

販売費及び一般管理費 4,239,219 4,189,902

営業利益 609,810 907,915

営業外収益   

受取利息 11,557 14,523

受取配当金 3,833 3,317

その他 84,025 72,616

営業外収益合計 99,416 90,457

営業外費用   

支払利息 16,080 8,408

その他 57,836 53,683

営業外費用合計 73,916 62,091

経常利益 635,310 936,280

特別損失 5,787 240

税引前四半期純利益 629,523 936,040

法人税、住民税及び事業税 321,356 484,940

法人税等合計 321,356 484,940

四半期純利益 308,167 451,100
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 629,523 936,040

減価償却費 648,342 451,455

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,251 11,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） △146,755 75,816

保証工事引当金の増減額（△は減少） 146,779 △609,899

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 347,932 △48,272

受取利息及び受取配当金 △15,391 △17,840

支払利息 16,080 8,408

売上債権の増減額（△は増加） 1,920,920 1,835,259

たな卸資産の増減額（△は増加） △397,350 △2,238,240

仕入債務の増減額（△は減少） △1,205,020 112,299

前受金の増減額（△は減少） 2,031,780 1,705,359

未払消費税等の増減額（△は減少） 127,197 △773,601

その他 689,134 △232,289

小計 4,822,425 1,216,000

利息及び配当金の受取額 14,209 32,017

利息の支払額 △16,148 △8,254

法人税等の支払額 △679,179 △840,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,141,307 398,856

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 △317,171 △163,534

無形固定資産の取得による支出 △79,115 △36,257

その他 3,413 43,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △392,872 △155,902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △285,119 △284,204

その他 △29,616 △36,067

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,735 △320,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,103 △1,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,426,595 △79,182

現金及び現金同等物の期首残高 7,736,452 12,842,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,163,048 12,763,694
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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 

 

 

当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

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 12,046,265 △9.7 20,425,322 △10.5 

運搬・物流システム事業 13,257,264 △25.6 36,970,693 11.3 

合計 25,303,530 △18.8 57,396,016 2.4 

(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 

 

 

当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

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 12,394,826 △11.2 

運搬・物流システム事業 11,046,845 △6.1 

合計 23,441,672 △8.9 

(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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