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(百万円未満切捨て)

１．平成29年3月期第２四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年9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２四半期 3,253 2.2 49 △42.9 20 △63.3 △46 -

　28年3月期第２四半期 3,182 12.4 86 56.2 56 75.3 35 277.5

(注) 包括利益 29年3月期第２四半期 △88百万円 ( -％) 28年3月期第２四半期 25百万円 ( 481.6％)

　

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２四半期 △5.83 ―

　28年3月期第２四半期 4.39 ―
　

（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２四半期 10,045 2,413 24.0

　28年3月期 10,123 2,533 25.0

(参考) 自己資本 29年3月期第２四半期 2,413 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 ― 1.50

　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 ： 有

　 29年3月期（予想）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.4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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 8,019,853株 　28年3月期２Ｑ 8,020,148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

注意事項等については、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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に緩やかな改善が見られるものの、円高の進

行、アジア新興国経済の減速、英国のＥＵ離脱問題等景気の先行きは不透明な状況となっております。

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、電子機器部品事業及びアグリ事業等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２四半期連結累計期間の売上高は32億5,346万円（前年同期比2.2％増）となりました。損益面に

つきましては、営業利益は4,913万円（前年同期比42.9％減）、経常利益は2,070万円（前年同期比63.3％減）、親

会社株主に帰属する四半期純損失は4,671万円（前年同期は3,520万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）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16億581万円（前年同期比10.1%

増)となり、セグメント利益（営業利益）は1億3,120万円（前年同期比37.0%増)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9億1,048万円（前年同期比7.3%増)とな

り、セグメント利益（営業利益）は1億7,132万円（前年同期比13.1%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4億7,730万円（前年同期比20.2%減)となり、セグメント損失（営業損失）は

4,515万円（前年同期は479万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4,391万円（前年同期比0.7%増)となり、セグメント利益（営業利益）

は1,794万円（前年同期比19.7%減)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が、原油価格

下落の影響等により、売上高は2,761万円（前年同期比68.9%減)となり、セグメント損失（営業損失）は2,000万円

（前年同期は822万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1億8,832万円（前年同期比29.1%増)となり、セグメント損失（営業損失）は1,696

万円（前年同期は3万円のセグメント損失（営業損失））となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(イ)資産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、100億4,595万円（前連結会計年度末比7,761万円減）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、36億9,957万円（前連結会計年度末比2,645

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、63億4,638万円（前連結会計年度末比1億406

万円減）となりました。

(ロ)負債

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、76億3,257万円（前連結会計年度末比4,284万円増）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、24億4,836万円（前連結会計年度末比3億

7,663万円増）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、51億8,420万円（前連結会計年度末比3億

3,378万円減）となりました。

(ハ)純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、24億1,338万円（前連結会計年度末比1億2,045万円減）となり

ました。為替換算調整勘定及び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。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローで3億3,787万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで1億2,214万円減少し、財務活動によるキ

ャッシュ・フローで468万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ、2億1,295万円増加し、11億9,689万円となり

ました。

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロ－

営業活動の結果、増加した資金は、3億3,787万円（前年同期比8億4,835万円増）となりました。これは、主に

法人税等の還付及び売上債権の減少等によるものであります。

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロ－

投資活動の結果、減少した資金は、1億2,214万円（前年同期比4,366万円増）となりました。これは、主に有

形固定資産の取得による支出等によるものであります。

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロ－

財務活動の結果、増加した資金は、468万円（前年同期比3億9,973万円増）となりました。これは、主に短期

借入金の増加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。
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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２四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２四半期連

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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,784,112 1,997,063

受取手形及び売掛金 690,484 558,735

たな卸資産 544,167 671,569

その他 666,280 484,385

貸倒引当金 △11,924 △12,183

流動資産合計 3,673,120 3,699,570

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,120,551 1,070,905

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

882,558 865,471

土地 3,257,607 3,251,821

リース資産（純額） 389,870 377,499

建設仮勘定 98,778 94,573

有形固定資産合計 5,749,366 5,660,271

無形固定資産

のれん 123,227 108,868

その他 32,249 27,344

無形固定資産合計 155,477 136,212

投資その他の資産

その他 580,770 619,778

貸倒引当金 △35,166 △69,877

投資その他の資産合計 545,603 549,901

固定資産合計 6,450,447 6,346,385

資産合計 10,123,568 10,045,955
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 383,306 348,004

短期借入金 370,000 728,600

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 790,297 793,710

未払法人税等 290 57,595

引当金 38,253 27,859

その他 449,588 472,599

流動負債合計 2,071,736 2,448,368

固定負債

長期借入金 4,685,021 4,384,608

役員退職慰労引当金 20,144 21,254

退職給付に係る負債 43,798 43,849

資産除去債務 11,523 11,588

その他 757,500 722,902

固定負債合計 5,517,988 5,184,203

負債合計 7,589,724 7,632,571

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 1,222,071

自己株式 △5,036 △5,036

株主資本合計 2,585,116 2,506,320

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 1,544

土地再評価差額金 △116,933 △116,933

為替換算調整勘定 64,577 22,442

その他の包括利益累計額合計 △51,283 △92,946

非支配株主持分 10 10

純資産合計 2,533,843 2,413,384

負債純資産合計 10,123,568 10,045,955
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 3,182,994 3,253,467

売上原価 2,523,546 2,610,127

売上総利益 659,447 643,340

販売費及び一般管理費 573,379 594,201

営業利益 86,068 49,138

営業外収益

受取利息 888 179

受取配当金 680 469

受取保険金 1,872 915

為替差益 710 -

受取手数料 57 62

還付加算金 - 2,289

未払金取崩益 - 3,024

その他 1,494 1,870

営業外収益合計 5,703 8,810

営業外費用

支払利息 31,162 26,802

為替差損 - 8,177

その他 4,174 2,269

営業外費用合計 35,336 37,249

経常利益 56,434 20,700

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 14,167 17,237

事業構造改善費用 - 5,000

特別損失合計 14,167 22,237

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（△）

54,342 △1,537

法人税、住民税及び事業税 6,093 43,952

法人税等調整額 13,046 1,226

法人税等合計 19,140 45,179

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,201 △46,716

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利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

35,201 △46,716
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,201 △46,716

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,261 471

土地再評価差額金 9 -

為替換算調整勘定 △2,569 △42,135

その他の包括利益合計 △9,820 △41,663

四半期包括利益 25,381 △88,379

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 25,381 △88,379

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

54,342 △1,537

減価償却費 128,209 136,154

のれん償却額 14,359 14,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） 882 34,968

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,290 △10,394

製品保証引当金の増減額（△は減少） △107 -

固定資産解体引当金の増減額（△は減少） △19,500 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,012 1,762

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,073 2,483

未払退職金の増減額(△は減少) △25,846 △23,685

受取利息及び受取配当金 △1,568 △648

支払利息 31,162 26,802

固定資産除売却損益（△は益） 14,167 17,237

投資有価証券売却損益（△は益） △12,074 -

受取保険金 △1,872 △915

売上債権の増減額（△は増加） △155,111 127,085

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,036 △119,981

前渡金の増減額（△は増加） △31,527 △11,725

未収入金の増減額（△は増加） 4,660 △1,829

仕入債務の増減額（△は減少） 47,353 △31,982

未払費用の増減額（△は減少） △11,572 △7,565

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,317 33,000

長期受入保証金の増減額（△は減少） △631 △323

その他 △76,846 39,533

小計 △139,005 222,800

利息及び配当金の受取額 1,568 648

利息の支払額 △29,661 △26,462

保険金の受取額 1,428 361

役員退職慰労金の支払額 - △1,372

法人税等の支払額 △344,812 △10,092

法人税等の還付額 - 151,987

営業活動によるキャッシュ・フロー △510,483 337,870
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

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 △153,541 △116,819

無形固定資産の取得による支出 △5,727 -

投資有価証券の取得による支出 △1,810 △1,841

投資有価証券の売却による収入 24,031 -

長期貸付けによる支出 △25,440 -

長期貸付金の回収による収入 163 -

その他 △3,484 △3,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,809 △122,145

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） △7,313 362,866

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △380,031 △390,795

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△23,760 △15,521

配当金の支払額 △63,683 △31,868

自己株式の取得による支出 △268 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,057 4,680

現金及び現金同等物に係る換算差額 △513 △7,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,071,863 212,951

現金及び現金同等物の期首残高 2,346,914 983,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,275,050 1,196,894
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（４）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２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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 1,458,115 848,546 598,086 43,597 88,775 3,037,121 145,872 3,182,994

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 14,636 ― ― 14,636 ― 14,636

計 1,458,115 848,546 612,722 43,597 88,775 3,051,757 145,872 3,197,630

セグメント利益
又は損失（△）

95,735 151,501 △4,798 22,332 △8,229 256,542 △39 256,502

(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)

利益又は損失 金額

報告セグメント計 256,542

「その他」の区分の損失（△） △39

セグメント間取引消去 13

全社費用(注) △170,448

四半期連結損益計算書の営業利益 86,068

(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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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 1,605,816 910,480 477,309 43,918 27,614 3,065,139 188,328 3,253,467

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― 30,911 ― 474 31,385 ― 31,385

計 1,605,816 910,480 508,220 43,918 28,088 3,096,525 188,328 3,284,853

セグメント利益
又は損失（△）

131,202 171,326 △45,158 17,942 △20,009 255,304 △16,965 238,338

(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)

利益又は損失 金額

報告セグメント計 255,304

「その他」の区分の損失（△） △16,965

セグメント間取引消去 10

全社費用(注) △189,210

四半期連結損益計算書の営業利益 49,138

(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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