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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 1,364 6.0 54 △33.6 51 △2.3 △274 ―
25年3月期第1四半期 1,287 △13.7 82 △53.7 53 △64.9 16 △87.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △243百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 52百万円 （△62.8％）

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

26年3月期第1四半期 △34.20 ―
25年3月期第1四半期 2.08 ―

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

26年3月期第1四半期 9,750 1,958 20.1 244.06
25年3月期 9,072 2,249 24.8 280.37
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,958百万円 25年3月期  2,249百万円

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  
 26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。 

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

25年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,700 0.0 250 4.2 200 4.7 100 4.2 12.44
通期 5,750 2.0 550 6.6 450 13.1 250 22.5 31.10



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(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、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期1Q 8,038,100 株 25年3月期 8,038,100 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 14,981 株 25年3月期 13,919 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 8,023,734 株 25年3月期1Q 8,024,734 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策による円高の是正や株高傾向など、

一部で明るい兆しがみられるようになりましたが、欧州経済や中国経済など海外景気の下振れ懸念により、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ＲＯ浄水器や水プラント用充

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。 

 当社の主力事業である駐車場関連事業は、駐車場運営事業及び駐車場機器事業が伴に好調であり前年同期より

増収となりました。また、電子機器部品事業のモニタ、ディスプレイの電子機器およびソケット、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は、全般的に低調に推移いたしまし

た。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績の売上高は13億6,461万円（前年同期比6.0％増）となりまし

た。生産の効率化や経費削減等、原価低減を積極的に推進しましたが、前年同期は第2四半期に計上しておりまし

た夏季賞与を当第1四半期に計上したことなどから、損益面につきましては、営業利益は5,465万円（前年同期比

33.6％減）、経常利益は5,196万円（前年同期比2.3％減）、四半期純損失は役員退職慰労金を特別損失として計

上したこと等により2億7,441万円（前年同期は1,666万円の四半期純利益）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、直営駐車場の収益向上に努めました結果、売上高は5億4,982万円と前年

同期と比べ6,804万円（14.1%)の増収となり、セグメント利益（営業利益）は8,113万円と前年同期と比べ253万円

（3.2%)の増益となりました。 

（駐車場機器事業） 

「駐車場機器事業」につきましては、バーゲート式全自動パーキングシステム“とめタロー”とロック板式集

中精算管理システム“ＴＰＣ-ＭＰ200”を中心に拡販を図りました。その結果、売上高は4億2,588万円と前年同

期と比べ、7,506万円(21.4%)の増収となりました。セグメント利益（営業利益）は経費負担が若干増加したこな

どにより4,187万円と前年同期と比べ、99万円(2.3%)の減益となりました。 

（電子機器部品事業） 

「電子機器部品事業」の電子機器につきましてはＬＣＤモニタの販売、電子部品につきましてはカスタム品コ

ネクタの販売、各種プレス部品につきましてはデジカメ・携帯電話・ＨＤＤ用部品、自動車用部品の拡販を図り

ました。しかしながら電子機器のＣＲＴモニタと電子部品の売上高が減少したことと、当社連結子会社ＥＰＥの

プレス部品も低調に推移したことなどから、売上高は2億8,542万円と前年同期と比べ3,735万円（11.6%)の減収と

なり、原価低減（粗利率改善）等を積極的に推進した結果、セグメント利益（営業利益）は694万円と前年同期と

比べ346万円（99.2%)の増益となりました。 

（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7,922万円と前年同期と比べ314万円（3.8%)の減収となり、セグ

メント利益（営業利益）は4,513万円と前年同期と比べ271万円（5.6%)の減益となりました。 

（その他） 

その他（アグリ事業等）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及びアクア（水）事業とし

てＲＯ浄水器や水プラント用充填機の拡販を推進しました。ハウス栽培用ヒートポンプ空調の受注が第2四半期以

後に集中したことなどにより、売上高は2,425万円と前年同期と比べ2,529万円（51.1%)の減収となりましたが、

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
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セグメント損失（営業損失）は経費負担が減少したことなどから956万円と前年同期と比べ96万円（9.1%)の増

益となりました。 

  

①資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、97億5,023万円（前連結会計年度末比6億7,810万円

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、27億3,055万円（前連結会計

年度末比7億1,341万円増）となりました。 

固定資産につきましては、特記すべき重要な増減はありませんでした。結果としまして、70億

1,968万円（前連結会計年度末比3,531万円減）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、77億9,208万円（前連結会計年度末比9億6,973万円

増）となりました。 

流動負債につきましては、流動負債その他が増加したこと等により、23億4,912万円（前連結会

計年度末比4億4,124万円増）となりました。 

固定負債につきましては、役員退職慰労引当金が減少したものの、長期借入金が増加したこと等

により、54億4,296万円（前連結会計年度末比5億2,849万円増）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、19億5,815万円（前連結会計年度末比2億9,163万

円減）となりました。当期純損失の計上により利益準備金が減少したこと等によるものでありま

す。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月20日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及

び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 912,784 1,521,327

受取手形及び売掛金 508,746 526,429

たな卸資産 356,219 358,046

その他 250,644 336,292

貸倒引当金 △11,255 △11,540

流動資産合計 2,017,139 2,730,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,063,599 2,044,169

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 709,032 709,327

土地 3,760,856 3,763,407

リース資産（純額） 21,438 17,865

建設仮勘定 3,763 2,497

有形固定資産合計 6,558,689 6,537,267

無形固定資産

のれん 209,384 202,204

その他 12,633 12,580

無形固定資産合計 222,017 214,784

投資その他の資産

その他 287,749 281,086

貸倒引当金 △13,459 △13,459

投資その他の資産合計 274,290 267,627

固定資産合計 7,054,996 7,019,680

資産合計 9,072,135 9,750,236

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 346,454 326,525

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 475,272 470,890

未払法人税等 118,523 3,527

引当金 90 5,137

その他 927,536 1,503,040

流動負債合計 1,907,876 2,349,120

固定負債

社債 120,000 120,000

長期借入金 3,238,926 4,135,400

退職給付引当金 46,803 47,525

役員退職慰労引当金 355,584 17,870

その他 1,153,155 1,122,165

固定負債合計 4,914,469 5,442,961

負債合計 6,822,346 7,792,082
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30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 510,740 188,181

自己株式 △3,774 △4,086

株主資本合計 1,796,251 1,473,380

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △340 △759

土地再評価差額金 445,637 445,637

為替換算調整勘定 8,230 39,883

その他の包括利益累計額合計 453,527 484,762

少数株主持分 10 10

純資産合計 2,249,789 1,958,154

負債純資産合計 9,072,135 9,750,236
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 1,287,299 1,364,616

売上原価 983,424 1,032,462

売上総利益 303,874 332,153

販売費及び一般管理費 221,553 277,502

営業利益 82,321 54,650

営業外収益

受取利息 404 394

受取配当金 258 282

為替差益 － 12,240

受取手数料 851 50

貸倒引当金戻入額 348 －

その他 1,393 1,433

営業外収益合計 3,255 14,400

営業外費用

支払利息 28,904 16,437

為替差損 2,728 －

その他 750 646

営業外費用合計 32,384 17,084

経常利益 53,192 51,967

特別利益

固定資産売却益 113 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 10,233

特別利益合計 113 10,233

特別損失

固定資産除却損 2,153 5,529

役員退職慰労金 － 315,117

訴訟関連損失 1,294 －

特別損失合計 3,447 320,646

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（△）

49,858 △258,445

法人税、住民税及び事業税 19,564 906

法人税等調整額 13,628 15,062

法人税等合計 33,193 15,968

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

16,665 △274,413

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,665 △274,414
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

16,665 △274,413

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,497 △418

為替換算調整勘定 38,427 31,653

その他の包括利益合計 35,929 31,235

四半期包括利益 52,595 △243,178

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,595 △243,178

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 
 

  

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) 

 
(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。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額駐車場運営 

事業
駐車場機器
事業

電子機器部
品事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 481,781 350,814 322,778 82,371 1,237,745 49,553 － 1,287,299

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ 2,794 － － 2,794 － △2,794 －

計 481,781 353,608 322,778 82,371 1,240,539 49,553 △2,794  1,287,299

セグメント利益 
又は損失（△）

78,600 42,871 3,488 47,845 172,805 △10,530 △79,954 82,321

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 172,805

「その他」の区分の利益 △ 10,530

セグメント間取引消去 △2,794

全社費用(注) △ 77,160

四半期連結損益計算書の営業利益 82,321
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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 
 

(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、アグリ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) 

 
(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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額駐車場運営 

事業
駐車場機器
事業

電子機器部
品事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 549,826 425,880 285,423 79,229 1,340,360 24,255 － 1,364,616

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 549,826 425,880 285,423 79,229 1,340,360 24,255 － 1,364,616

セグメント利益 
又は損失（△）

81,138 41,876 6,949 45,130 175,094 △9,568 △110,875 54,650

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 175,094

「その他」の区分の利益 △9,568

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △110,875

四半期連結損益計算書の営業利益 54,650
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