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(百万円未満切捨て)

１．平成29年3月期第１四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6月30日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　29年3月期第１四半期 1,657 12.4 14 102.7 3 - △24 -

　28年3月期第１四半期 1,475 18.4 7 - △7 - △20 -

(注)包括利益 　29年3月期第1四半期 △40 百万円 (―％) 28年3月期第1四半期 △20 百万円 (―％)

　

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

　29年3月期第１四半期 △3.00 -

　28年3月期第１四半期 △2.51 -
　
（２）連結財政状態

　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

　29年3月期第１四半期 10,168 2,460 24.2

　28年3月期 10,123 2,533 25.0

(参考) 自己資本 　29年3月期第１四半期 2,460 百万円 　28年3月期 2,533 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

　28年3月期 - 3.00 - 4.00 7.00

　29年3月期 -

　29年3月期(予想) - - - -

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　 29年3月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきました。

３．平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,700 2.9 260 18.8 200 48.3 70 38.4 8.73

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 -社 (社名) 、除外 -社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料P.3の「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧下さい。

（４）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) 　29年3月期１Ｑ 8,038,100株 　28年3月期 8,038,100株

② 期末自己株式数 　29年3月期１Ｑ 18,247株 　28年3月期 18,247株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 　29年3月期１Ｑ 8,019,853株 　28年3月期１Ｑ 8,020,430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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

注意事項については、添付資料P.3「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関

する説明」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）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとするアジア新興国経済の減速、英国のＥＵ離

脱問題等により世界経済の不透明感が強まり、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　このような経済環境の中で当社グループは駐車場機器及び電子機器部品の開発・販売に加え、施設園芸ハウス向

けヒートポンプ空調を始めとした農事用商品の販売及びアクア（水）事業としてウォーターサーバーや水プラント

用充填機の販売を行い、売上及び利益の向上に努めてまいりました。

　売上高につきましては、電子機器部品事業においては減収となりましたが、当社の主力事業である駐車場関連事

業は、駐車場運営事業においては直営駐車場が増加したことにより増収となり、駐車場機器事業においても前年同

期より堅調に推移し増収となりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は16億5,784万円（前年同期比12.4％増）となりました。損益面

につきましては、営業利益は1,450万円（前年同期比102.7％増）、経常利益は337万円（前年同期は768万円の経常

損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は2,402万円（前年同期は2,009万円の親会社株主に帰属する四半期純

損失）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＞

　駐車場運営事業につきましては、直営駐車場が増加したことにより、売上高は7億9,188万円（前年同期比11.9%

増）となり、セグメント利益（営業利益）は4,529万円（前年同期比25.1%減）となりました。

＜駐車場機器事業＞

　駐車場機器事業につきましては、ロック板式集中精算管理システム“ＴＰＣ-ＭＰ210”と電動油圧式ロックユニ

ット“ＴＰＰ-ＣＬ100”を中心に拡販を図りました。その結果、売上高は4億7,219万円（前年同期比19.8%増）と

なり、セグメント利益（営業利益）は8,644万円（前年同期比115.6％増）となりました。

＜電子機器部品事業＞

　電子機器部品事業につきましては、子会社のＥＰＥ㈱及びＥＰＥ（Thailand） Co., Ltd.の売上高が低調に推移

いたしました。その結果、売上高は2億4,141万円（前年同期比12.3%減）となり、セグメント損失（営業損失）は

2,987万円（前年同期は567万円のセグメント損失（営業損失）)となりました。

＜不動産賃貸事業＞

　不動産賃貸事業につきましては、売上高は2,177万円（前年同期比0.7%減）となり、セグメント利益（営業利

益）は832万円（前年同期比5.0%増）となりました。

＜アグリ事業＞

　アグリ事業につきましては、ハウス栽培用ヒートポンプ空調等の農事用商品の拡販を推進しました。その結果、

売上高は246万円（前年同期比4.6%減）となり、セグメント損失（営業損失）は1,269万円（前年同期は1,421万円

のセグメント損失（営業損失）)となりました。

＜その他＞

　その他は、アクア（水）事業（ウォーターサーバー及び水プラント用充填機等の販売）、太陽光発電事業（売電

事業）等であります。売上高は1億2,810万円（前年同期比74.0%増）となり、セグメント利益（営業利益）は760万

円（前年同期比208.5％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、101億6,863万円（前連結会計年度末比4,506万円増）となりました。

　流動資産につきましては、現金及び預金が増加したこと等により、37億5,968万円（前連結会計年度末比8,656万

円増）となりました。

　固定資産につきましては、減価償却費を計上したこと等により、64億894万円（前連結会計年度末比4,150万円

減）となりました。

②負債

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、77億774万円（前連結会計年度末比1億1,801万円増）となりました。

　流動負債につきましては、短期借入金が増加したこと等により、23億9,593万円（前連結会計年度末比3億2,420

万円増）となりました。

　固定負債につきましては、長期借入金が減少したこと等により、53億1,180万円（前連結会計年度末比2億618万

円減）となりました。

③純資産

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、24億6,089万円（前連結会計年度末比7,294万円減）となりまし

た。配当金の支払により利益剰余金が減少したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、平成28年５月12日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において建物附属設備及び構築物の新規取得が無かったため、当第１四半期連

結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（４）追加情報

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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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)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,784,112 1,924,981

受取手形及び売掛金 690,484 652,550

たな卸資産 544,167 598,428

その他 666,280 599,088

貸倒引当金 △11,924 △15,358

流動資産合計 3,673,120 3,759,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,120,551 1,096,888

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

882,558 878,541

土地 3,257,607 3,255,541

リース資産（純額） 389,870 383,684

建設仮勘定 98,778 99,350

有形固定資産合計 5,749,366 5,714,006

無形固定資産

のれん 123,227 116,048

その他 32,249 29,814

無形固定資産合計 155,477 145,862

投資その他の資産

その他 580,770 583,710

貸倒引当金 △35,166 △34,632

投資その他の資産合計 545,603 549,077

固定資産合計 6,450,447 6,408,946

資産合計 10,123,568 10,168,635
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 383,306 375,337

短期借入金 370,000 702,000

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 790,297 778,899

未払法人税等 290 72

引当金 38,253 8,673

その他 449,588 490,955

流動負債合計 2,071,736 2,395,938

固定負債

長期借入金 4,685,021 4,496,529

役員退職慰労引当金 20,144 21,484

退職給付に係る負債 43,798 43,975

資産除去債務 11,523 11,555

その他 757,500 738,258

固定負債合計 5,517,988 5,311,803

負債合計 7,589,724 7,707,741

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 1,300,866 1,244,758

自己株式 △5,036 △5,036

株主資本合計 2,585,116 2,529,008

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,073 548

土地再評価差額金 △116,933 △116,933

為替換算調整勘定 64,577 48,261

その他の包括利益累計額合計 △51,283 △68,124

非支配株主持分 10 10

純資産合計 2,533,843 2,460,893

負債純資産合計 10,123,568 10,168,635
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 1,475,379 1,657,840

売上原価 1,198,270 1,353,196

売上総利益 277,108 304,644

販売費及び一般管理費 269,951 290,136

営業利益 7,157 14,507

営業外収益

受取利息 298 66

受取配当金 222 223

受取保険金 291 -

為替差益 1,323 -

受取手数料 28 30

貸倒引当金戻入額 990 -

未払金取崩益 - 3,024

その他 358 1,429

営業外収益合計 3,513 4,773

営業外費用

支払利息 15,073 13,223

為替差損 - 2,320

その他 3,282 359

営業外費用合計 18,356 15,903

経常利益又は経常損失（△） △7,685 3,377

特別利益

投資有価証券売却益 12,074 -

特別利益合計 12,074 -

特別損失

固定資産除却損 3,797 7,633

特別損失合計 3,797 7,633

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

592 △4,256

法人税、住民税及び事業税 999 23,749

法人税等調整額 19,692 △3,976

法人税等合計 20,691 19,772

四半期純損失（△） △20,099 △24,029

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

0 △0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △20,099 △24,028
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △20,099 △24,029

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,362 △524

土地再評価差額金 4 -

為替換算調整勘定 5,325 △16,316

その他の包括利益合計 △32 △16,841

四半期包括利益 △20,131 △40,870

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,131 △40,869

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。
　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．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

(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

不動産
賃貸事業

アグリ
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 707,885 394,144 275,225 21,931 2,587 1,401,773 73,606 1,475,379

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － 9,516 － － 9,516 － 9,516

計 707,885 394,144 284,741 21,931 2,587 1,411,289 73,606 1,484,895

セグメント利益
又は損失（△）

60,471 40,088 △5,671 7,922 △14,217 88,594 2,464 91,059

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アクア事業等を含んでおります。

２．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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 88,594

「その他」の区分の利益 2,464

セグメント間取引消去 6

全社費用(注) △83,908

四半期連結損益計算書の営業利益 7,157

(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。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．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

(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

不動産
賃貸事業

アグリ
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 791,881 472,199 241,412 21,777 2,468 1,529,739 128,101 1,657,840

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 9,802 ― 474 10,276 ― 10,276

計 791,881 472,199 251,215 21,777 2,942 1,540,016 128,101 1,668,117

セグメント利益
又は損失（△）

45,293 86,447 △29,876 8,322 △12,695 97,491 7,602 105,094

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アクア事業等を含んでおります。

２．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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 97,491

「その他」の区分の利益 7,602

セグメント間取引消去 5

全社費用(注) △90,592

四半期連結損益計算書の営業利益 14,507

(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。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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