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半期報告書提出予定日 平成19年12月14日   
 
 (百万円未満切捨て)
1. 平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
(1) 経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,535 ― 150 ― 140 ― 79 ― 

18年９月中間期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 19年３月期 3,679 ― 143 ― 146 ― 92 ― 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年９月中間期 1,102 83 ―  

18年９月中間期 ―  ―  

19年３月期 1,322 76 ―  
 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円
 
 (注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は当中間会計期間

末において非上場であり期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

 
(2) 財政状態 

 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 

19年９月中間期 1,019 455 44.7 6,279 96 

18年９月中間期 ―  ― ―     ―  

19年３月期 1,120 375 33.5 5,177 14 
 

(参考) 自己資本 19年９月中間期 455百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 375百万円

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △7 △23 △34 484 

18年９月中間期 ―  ― ―  ― 

19年３月期 355 △81 △62 551 

 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 ― ―  ― ― 0 00

20年３月期(実績) ― ―   

20年３月期(予想)   ― 390 00
390 00

 
3. 平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20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 3,594 △2.3 374 161.4 355 141.9 205 121.3 2,735 71 
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4. その他 

 (1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

(注)詳細は、24ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 

 (2) 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) 

19年９月中間期 73,010株 18年９月中間期 －株 19年３月期 73,010株

 ② 期末自己株式数 19年９月中間期 500株 18年９月中間期 －株 19年３月期 500株

(注)１株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

 

  

 

 

 

 

 

※ 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仮定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、３ページ「1 経営成績」をご覧ください。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

当中間会計期間における我が国経済は、金利の上昇や原油等の高騰による不安定化要素はあるも

のの、海外需要や円高に牽引され増益が続く企業部門の輸出の増加や好調な企業収益に支えられた

設備投資の増加と個人消費の持ち直しにより、景気は全般に回復基調をたどりました。  

駐車場業界におきましては、ガソリンの値上げ等により、自動車の利用率が減少する等、若干、

不安定化要素はあるものの、未だ大都市圏を中心に、駐車場不足が解消されていないことから、安

定した景況感が続いております。 

このような状況において、駐車場管理運営事業につきましては、従来に引き続き、利用者に対す

るホスピタリティを重視し、利用者のニーズに応じた駐車場の運営を継続的に推進した結果、運用

台数は順調に推移し、駐車場管理運営事業における売上高は1,501,095千円となりました。 

一方、成長性の加速化を目的に運営して参りました大規模低採算駐車場を、平成19年３月末日で

終了させるとともに、シフト配置のシステム化を図り、厳密なシフトコントロール及び各種経費の

節減施策を行なったことで利益率が大幅に改善されております。 

コンサルティング事業につきましては、新規及び従来取引先への営業強化を行った結果、第２東

京タワー、新宿サブナード地下駐車場、武蔵小金井駅南口駐車場、横浜市道路付地下駐車場、湘南

辻堂駅前商業施設駐車場等の案件受注があり、順調に推移した結果、コンサルティング事業におけ

る売上高は、34,488千円となりました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は1,535,584千円となりました。また、当中間会計期間の利

益につきましては、営業利益で150,748千円、経常利益で140,905千円、中間純利益で79,966千円と

なりました。 

  (注)当中間会計期間から中間財務諸表を作成しているため、前年同期比較は行っておりません。 

 

（当期の見通し） 

今後の我が国経済は、米国・中国経済の動向や金利引き上げなど、不安定要素は存在するものの、

企業業績は改善する見通しで、景気は引き続き回復基調を継続するものと思われます。 

駐車場管理運営事業におきましては、当社の強みである駐車場管理運営ノウハウや、独自のオペ

レーションを駆使し、運用台数を増加させるとともに、新規に管理運営する駐車場の獲得に経営資

源を集中してまいります。 

コンサルティング事業におきましては、今後も当社がターゲットとする大都市圏にある大型複合

施設などの駐車場に対し、当社のオペレーションノウハウ、豊富な情報量を用いて、駐車場の設計

段階からサポートするコンサルティングを行うことで、他社との差別化を図るとともに、駐車場コ

ンサルティング業界における参入障壁を高め、受注件数を増加してまいります。 

以上により通期の業績につきましては、売上高が3,594,632千円（前期比2.3％減）、営業利益 

374,326千円（前期比161.4％増）、経常利益355,421千円（前期比141.9％増）、当期純利益205,966

千円（121.3％増）を見込んでおり、平成19年10月30日に公表致しました業績予想と変更はありませ

ん。 
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 (2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

前事業年度末から当中間会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が、

798,668千円から686,178千円に減少したこと、及び流動負債が653,295千円から485,369千円に減少

したこと、純資産が375,394千円から455,360千円に増加したことが挙げられます。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が66,348千円、売掛金が10,441千円、未収入金が

40,337千円減少したことによるものであります。 

流動負債の減少の主な要因は、未払金が131,220千円減少したことによるものであります。 

純資産の増加の主な要因は、利益剰余金が79,966千円増加したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、営業活動

により7,921千円減少、投資活動により23,963千円減少、財務活動により34,463千円減少し、中間期

末残高は484,744千円となり、前事業年度末に比べて66,348千円の減少となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、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） 

営業活動の結果、減少した資金は、7,921千円となりました。 

これは、主に税引前中間純利益140,905千円、減価償却費13,559千円、未収入金40,337千円の減少に

よる資金の増加に加え、未払金131,220千円の減少による資金の減少、法人税等の支払60,163千円等

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） 

投資活動の結果、減少した資金は、23,963千円となりました。 

これは、主に通信機器等有形固定資産の取得1,907千円及び自社利用ソフトウェア等無形固定資産の

取得3,358千円、保険積立金の積立による支出18,245千円等によるものであります。 

 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、減少した資金は、34,463千円となりました。 

これは、長期借入金の返済による支出34,463千円によるものであります。 

 

  (注)当中間会計期間から中間財務諸表を作成しているため、前年同期比較は行っておりません。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月

中間期 

自己資本比率 32.7％ 30.7％ 34.8％ 33.5％ 44.7％

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― ― ―

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

― ― ― 39.3 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

― ― ― 88.5 ―

・自己資本比率：自己資本／総資産 

 ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 ・インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 当社は、平成19年３月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、それ以前のキャ

ッシュ・フロー関連指標については、記載しておりません。 

（注２） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３） 有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子は支払っている

全ての負債を対象としております。 

（注４） 平成16年３月期から平成19年９月中間期の時価ベースの自己資本比率については、平成19年９

月期末において当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、収益状況に対応し、株主に対する継続的かつ安定的な配当に加え、財務体質の強化と将

来の成長に備えるための内部留保利益の充実等を図ることが重要であると考えております。  

当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、

株主総会であります。第11期事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当という基

本方針のもと、配当性向15％を目処として、業績や財務状況等を総合的に勘案の上決定し、配当水

準の向上に努めてまいります。  

内部留保資金の使途につきましては、事業の効率化、駐車場サービス体制の強化等、競争力強化

のための投資の原資とし、今後の事業の展開に活用してまいります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが存在し

ます。 

なお、文中における将来に関する事項は、本資料発表日現在において、当社が判断したものであ

ります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識し、発生の回避、および発生した場合の対応に

努める所存であります。 
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① 市街地における駐車場の動向について 

当社は大都市圏における大型複合施設駐車場において、駐車場管理運営と駐車場コンサルティン

グを営んでおり、主に都市計画区域内に設置される届出駐車場（注１）をターゲットとしているた

め、当社の業績は、都市計画区域における駐車場の利用状況、動向の影響を受ける傾向にあります。 

近年においては、平成18年５月に新「まちづくり三法」（都市計画法、大規模小売店舗立地法、

中心市街地活性化法）が成立したことで都市計画区域の再開発整備に弾みがついたことや、平成18

年６月の道路交通法の一部改正に伴う路上放置車両に対する取締りが特に、警察署長が指定した市

街地重点地区を中心に行われることから、届出駐車場の利用状況については好環境にあるものと認

識しております。 

ただし、今後においても、届出駐車場を取り巻く環境が良好に推移する保証は無く、当社の営業

区域において、道路交通法改正に伴う利用者増加の反動減、駐車場の供給過剰等による駐車場の利

用者の減少及び料金水準の低下等が生じた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能

性があります。 

（注１）「届出駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって一般公共の用に供

する駐車場（以上、駐車場法に規定される「路外駐車場」という。）のうち都市計画区域内に設置さ

れ、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場をいいます。 

 

②競合について 

 当社の属する駐車場業界においては、特段の法的規制が無く、参入障壁が低いため大企業から個

人の小規模経営まで、全国に多数の同業者が存在しています。当社は、それらの事業者と競合して

いるほか、特に当社のターゲットである大型複合施設駐車場の管理運営については、ビルの総合管

理会社との間においても競合状態にあります。 

当社は、これらの競合に対応するため、当社設立より駐車場コンサルティングを行ってきた経験

を活かし、商業地区か住宅密集地区かといった地域性や利用形態、オフィスビルかショッピングセ

ンターかといった施設の特性などを分析し、駐車場利用者及び駐車場オーナー（注２）のニーズに

合致した運営やサービスを実施しております。具体的には、お手玉オペレーション（注３）やバレ

ーサービス（注４）など駐車場の効率的な運営及びホスピタリティを重視したサービスを展開して

おります。 

 当社では競合他社との差別化を図るべく、上記のような取組みを行っておりますが、これらの競

合に対応するための各種方策の実施に伴うコストの増加や競合激化に伴う稼働率の低下により、当

社の今後の事業展開や業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

（注２）駐車場オーナーとは、当社が直接契約を結ぶ顧客を総称したもので、主に開発事業者や施設所有者、

施設管理者(プロパティマネジメント会社)等をいいます。 

 （注３）お手玉オペレーションとは、車室を特定しないフリーアドレスによる定期契約車両の利用時間傾向の

分析と、一般車両の時間貸し受入れを組み合わせることにより、収容台数を超える車両の運用を実現

し稼働率の向上を図るオペレーションです。 

 (注４) バレーサービスとは、車室への入出庫時の車両移動を当社従業員が代行するサービスです。 
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③駐車場オーナーに対する収入保証について 

駐車場管理運営事業における駐車場オーナーとの契約の大半は、契約時に設定した固定賃料と駐

車場売上に連動した変動賃料の支払いが毎月発生する内容となっております。したがって、一般利

用者の利用が計画どおり進まなかった場合や、一般利用者との既存契約の解約が増加した場合等に

は、当社の収入が減少する一方、駐車場オーナーへの固定賃料の支払は継続しなければならないこ

とから、損失が発生する可能性があります。また、同業者との競争激化に伴い駐車場オーナーに支

払う固定賃料が引き上げられた場合にも損失が発生する可能性があります。 

当社はこれらの損失発生を回避するために、施設周辺の需給状況や賃料水準のマーケティングを

徹底し、個別に採算性の見通しを判断した上で契約を締結しております。また、駐車場オーナーと

の契約においては、固定賃料を契約開始後の一定期間は低く設定することや、契約期間内の解約可

能条項の随時見直し等、リスクの軽減を図ることができるような対策を講じております。 

しかしながら、これらの対策にも関らず、損失の発生を回避できなかった場合には、当社の業績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

④駐車場オーナーとの賃貸借契約解除の可能性について 

当社は駐車場を運営受託する際、駐車場オーナーとの間で駐車場賃貸借契約を締結しており、そ

の契約期間は２年から最長15年となっております。しかし、契約期間内においても、事前に書面に

て通知することにより、契約を解除することが可能となっております。また、施設環境等の変化に

より、当社と駐車場オーナーが協議の上で、契約を解除する場合があります。 

当社は、コンサルティング能力を生かした駐車場運営と地域の特性に応じた積極的営業活動を行

うことで駐車場オーナーのニーズに応えるとともに適切な月例収支報告をすることで駐車場オーナ

ーとの信頼関係を維持することに努めております。しかしながら、これらの対策にも関らず、契約

の解除が発生した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑤駐車場における事故等の発生について 

 当社は、一部の駐車場においてバレーサービスを導入しているため、遵守すべき安全管理の強化

及び車両保管義務の履行に留意しております。また、万一事故・損害等が発生した場合に備え相応

の保険にも加入しております。さらに、駐車場機器の不具合等に備え、全ての現場において年間保

守契約を締結しております。しかしながら、当社に起因する事故その他の事由により何らかの苦情

が発生し、それらに対し当社が適切に対応できなかった場合には、損害賠償請求や契約の解除も含

め社会的信用を失うことにもつながりかねず、当社の今後の事業展開や業績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。 

 

⑥石川島運搬機械株式会社との関係について 

当社は、同社から機械式駐車場の最適運用に関するコンサルティング業務を受託しているととも

に、品川インターシティパーキング、梅田ＤＴタワー駐車場、ＵＤＸパーキング、サウスポット伊

伝パーキングにおいて、同社と駐車場オーナーとの契約に基づいて同社と賃貸借契約を締結してお

ります。平成19年９月期における同社に対する駐車場施設利用料は444,822千円であり、駐車場施設
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利用料に占める割合は、55.8％となっております。 

同社と取引関係を継続していくことは、当社の事業戦略上、重要な課題であると判断しているた

め、同社とは今後も良好な関係を継続していく方針でありますが、同社の事業戦略に変更があった

場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑦駐車場管理運営に関わる法的規制について  

 当社が営む駐車場の管理運営に関して、特有の法的規制等は現在のところありません。駐車場の

設置等に関する法律としては、国及び地方公共団体に対して、総合的・計画的な駐車施設整備の責

務等を定めた「駐車場法」「駐車場附置義務条例」をはじめ、大規模小売店舗の設置者に対し、そ

の施設の配置及び運営方法について合理的な配慮を求めた「大規模小売店舗立地法」、都道府県公

安委員会による交通規制等を定めた「道路交通法」、さらには、自動車保有者等に対して自動車の

保管場所確保等を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等があります。 

 現状、これらの法的規制の方向性は当社の事業に好影響を与えると考えております。しかしなが

ら、万一、これらの規制が緩和された場合には、当社の営業地域における駐車場需要の減少や、料

金水準の低下、あるいは駐車場施設数の減少等により、当社の業績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。 

 

⑧個人情報について 

当社は、駐車場利用者と定期契約を締結する際に免許証、車検証、自動車保険証等の写しを入手

しており、相当数の駐車場利用者の個人情報を保有しております。この管理につきましては、経営

管理部を担当部署とし、その保護に細心の注意を払っております。具体的には、紙媒体による個人

情報の社外持出しを一切禁止し、電子データに関しては、社内にセキュリティルームを設置し、ネ

ットワークから遮断された端末にて専任の担当者が管理しております。また、個人情報保護法に関

する研修会を実施するなど情報セキュリティに対する社員の意識向上を図っております。 

 しかしながら、これらの個人情報が外部に流出するような事態が生じた場合は、当社の信用低下

や損害賠償請求訴訟の提起等により、当社の今後の事業展開や業績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。 

 

⑨代表者への依存について 

当社代表取締役社長の大嶋翼は、当社の重要事項に関する意思決定、運営方針の策定等、重要な

役割を果たしております。当社では、大嶋の駐車場運営手法を浸透させるため、大嶋による全社研

修セミナーを毎月開催し、大嶋の不測の事態に備える体制づくりに努めております。しかしながら、

大嶋が何らかの理由により当社の業務を遂行することが不可能あるいは困難となった場合には、当

社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑩小規模組織であることについて 

当社は、平成19年９月30日現在、取締役６名（うち、非常勤取締役１名）、監査役２名（うち、

非常勤監査役１名）、従業員58名と組織規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当該組織規
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模に応じたものとなっております。したがって、当社の役員や重要な業務を遂行する従業員が社外

に流出した場合には、当社の業務に支障が生じる可能性があります。 

当社は今後とも外部からの採用と人材の育成に努め、内部管理体制及び業務執行体制の強化を図

る方針ではありますが、急激な業務拡大が生じた場合、充分な人的・組織的対応が取れない可能性

があります。また、今後の人員増加に伴い、先行して一時的に固定費負担が増加する場合も想定さ

れ、そのような状況が生じた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑪オペレーター（注５）の確保・育成について 

 当社の駐車場管理運営事業においては、その事業の性質上、オペレーターの確保・育成が重要で

あり、当社ではＷＥＢ媒体、求人誌媒体などにより人材を募集しております。また、当社では、臨

時従業員からの社員登用制度を導入している他、福利厚生面の充実、教育・研修を実施し、オペレ

ーターの満足度を高めることにより、定着率の向上に努めております。 

 しかしながら、これらの施策にも関らず、充分なオペレーターの確保・育成を行えなかった場合

には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

（注５）オペレーターとは、駐車場内で入出庫時の誘導や車両移動の代行を行う駐車場スタッフをいいます。 

 

⑫災害リスクについて 

 当社は、大規模商業施設が集積する都市部の商業地域を主体に営業活動を行っている関係上、現

在管理運営する駐車場物件の大半は、関東地区及び関西地区に集中しており、今後も両地区におけ

る営業活動を積極的に推進する方針であります。このため、これらの地区において地震等の大災害

や、その他の不測の事態が発生し、当社が管理運営する物件が破損し、あるいは閉鎖となった場合

等には事業活動に支障が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑬調達資金の使途について 

 当社は、当社株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場に際し、公募増資及び自己株

式の売出しを行っており、当該調達資金については、自社保有駐車場の購入、再開発案件における

駐車場保留床（注６）の購入など、事業の発展拡大を目的とした使途に充当する予定であります。

しかしながら、現在当社が想定していない急激な外部環境の変化が発生した場合、調達資金を計画

通りに使用することが困難となる可能性があります。また、調達資金が計画通りに使用された場合

においても、想定どおりの成果が得られないだけでなく、資産保有に伴う減損損失が発生する可能

性があります。その場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。 

（注６） 保留床とは、市街地再開発事業(注７)で新設した施設や建物のうち、地権者が取得する権利のある

床以外の部分をいい、施行者は保留床を分譲したり賃貸することで事業費を賄います。 

  （注７）当社の関わる市街地再開発駐車場とは、秋葉原ＵＤＸパーキングなどの都市再開発法に基づく再開発

において整備される駐車場をいいます。 
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２ 企業の状況 

当社は、主に大都市圏の大型施設に設置される駐車場の運営サービスを提供する駐車場管理運営

事業、民間駐車場や市街地再開発駐車場（注１）の運営に関する総合提案を実施するコンサルティ

ング事業から構成されております。 

駐車場管理運営事業は、主に駐車場オーナー（注２）より駐車場を借り上げ、駐車場の運営自体

を代行する運営受託と、駐車場オーナーから駐車場施設を賃借せずに、当該駐車場の管理を代行す

る管理受託によりサービスを提供しております。また、コンサルティング事業は、民間駐車場や市

街地再開発駐車場の運営効率の向上を目指した運営計画案や現状調査分析、改善計画案を提供して

おります。 

当社では、駐車場の運営に関するコンサルティング実績が評価され、当該駐車場の管理運営業務

を受託するケースがあります。 

なお、当社の事業概要図は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 当社の関わる市街地再開発駐車場とは、秋葉原ＵＤＸパーキングなどの都市再開発法に基づく再開発に

おいて整備される駐車場をいいます。 

（注２） 駐車場オーナーとは、当社が直接契約を結ぶ顧客を総称したもので、主に開発事業者や施設所有者、施

設管理者(プロパティマネジメント会社)等をいいます。 

（注３） コンサルティング業務の受託に引き続き、管理運営業務を受託するケースがあります。 

    

 

 

 

     

① 

② 

サービス
当社

駐車場管理運営事業

賃借契約

管理委託契約

賃借料(固定+変動）

管理委託費

管理受託

コンサルフィー

コンサルティング契約

調査分析、経営改善資料

利用料金運営受託

利用料金

（注2）

利
用
者

駐
車
場
オ
ー
ナ
ー

（注3）

コンサルティング事業
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（1）駐車場管理運営事業 

当社の駐車場管理運営事業では、主に大都市圏における大型複合施設駐車場においてサービスの

提供を行います。当該施設のオーナーやテナント、駐車場利用者に対し、有人管理による人的サー

ビスを提供することで施設駐車場の管理運営を行っております。 

駐車場管理運営事業における特長は、お手玉オペレーションによりオペレーターが、車室入出庫

の誘導や、バレーサービスを行うことで、駐車場施設の効率的な管理と運用を実現できる点にあり

ます。 

当社が提供しているサービスは、全ての駐車場施設に共通して求められるものと、地域性や利用

形態、施設の特性など、駐車場を取り巻く環境に付随して個別に求められるものがあります。当社

では、当該駐車場における状況を的確に判断し、駐車場ごとに提供するサービス内容を決定してお

ります。また当社では、管理運営駐車場に関し、毎月の収支状況とその分析のほか、新規提案を含

めてレポートを作成し、月次ベースで駐車場オーナーへの報告を実施しております。 

当社は、駐車場管理運営事業を通じ、駐車場を取り巻く関係者との信頼関係を築くことで、既存

駐車場の長期運営と、新規運営駐車場の獲得を図っております。 

 

① 運営受託 

運営受託は、駐車場オーナーから施設駐車場全体を借り上げ、駐車場運営を一括して行う当社の

主要業務であります。運営受託では、当社の運営ノウハウを駆使して駐車場収益の最大化を図るこ

とに主眼を置いております。 

運営受託においては、駐車場利用者からの利用料を売上に計上する一方、長期運営を目的に、固

定賃料のほか、設定した売上基準値超過部分の一定割合を変動賃料として駐車場オーナーに支払う

ことで、適正な利益配分を行っております。また、当該駐車場に即した時間貸、定期貸の積極的営

業活動を行うほか、テナント及び地域団体との提携を推進し、収益向上に努めております。 

なお、運営受託の事業構造は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 
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者 
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収支改善提案/月次報告 

業務提携 
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②管理受託 

管理受託は、当社が駐車場オーナーから駐車場施設を賃借せずに当該駐車場の管理を代行するこ

とでサービスを提供する受託形態であります。この形態では、固定の業務委託料（売上連動型の変

動委託料を含む場合があります。）を売上に計上する一方、オペレーターの人件費が主に売上原価

として発生する形態であります。 

なお、管理受託の事業構造は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）コンサルティング事業 

当社のコンサルティング事業は、駐車場管理運営事業の基盤を支えるものと認識しており、既に

運営されている駐車場や、駐車場設置の計画段階など、領域や規模を問わず様々なタイミングにお

ける収益改善コンサルティングを提供しております。また、当社のコンサルティングの特長は、駐

車場の運営過程において発生するあらゆる問題の改善策を提案できる点にあります。特に再開発プ

ロジェクトにおける駐車場コンサルティングでは、再開発プロジェクト全体を見渡した上で、運営

開始時の効率的なオペレーションが実現可能な提案を行っております。なお、当社コンサルティン

グ事業で提供される主なメニューは、以下のとおりであります。 

メニュー 

タイミング 
理念・方針 ソフト面 ハード面 

計画段階 駐車場基本計画 

利害関係の調整(注１) 

現状分析 

収支予測調査 

サーキュレーション(注２)設定

設計段階 駐車場形態の設定確認 

運営会社選定基準仕様策定 

駐車場マネジメント計画 

運用ソフトの検討 

料金体系の検討 

入出庫シミュレーション 

運用ソフトの検討 

機械駐車装置の導入検討 

最新技術・機器導入検討 

サーキュレーション検討 

サイン計画（広域・内部） 

ライティング計画 

完成後 駐車場マネジメント見直し 

運営水準調査（現況評価） 

 

利用状況分析 

運用ソフトの見直し 

スタッフ教育 

サイン計画見直し 

サーキュレーション見直し 

駐 

車 

場 

オ 

ー 

ナ 

ー 

利 
 

  

用 
 

  

者 

定期貸運営／時間貸運営 

業務委託費 固定＋(変動) 

管理委託契約 当 
 

 
 

 
 

社 
駐車場管理 

収支改善提案/月次報告 
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（注１） 利害関係の調整とは、関係当事者間の利害が錯綜する再開発プロジェクトにおいて、公正な収益シミュ

レーションを提供できる当社が、駐車場の最適運用プランを提供することで、相互の利害調整を行うコ

ンサルティングをいいます。 

（注２） サーキュレーションとは、自動車動線および歩行者動線のことをいい、車輌および歩行者の流れを調整

することにより、駐車場運営の効率化を図っております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

①駐車場はサービス業であること 

当社は駐車場管理運営事業を不動産事業ではなく、「サービス業」と捉えております。すなわ

ち、駐車場の運営を単なる車室の賃貸業から、利用者に対するホスピタリティーを重視したサー

ビス業へと転換することで事業を拡大してまいりました。この発想の転換により他社との差別化

を図り、サービスノウハウを武器にした駐車場運営を目指します。 

 

②現場からの声を吸い上げること 

当社でもっとも重視していることは、サービスの現場に出向いて、今何が起きているのかを把

握することです。当社ではこれを「現場中心主義」と呼んでいます。現場中心主義を貫く理由の

一つは、新しいサービスを生み出していく上で、新鮮な情報が不可欠だからです。お客様の声を

生かすためには、現場スタッフとトップをはじめとした本社スタッフが同じ方向を見ていなくて

はなりません。そのために当社では、あらゆる方法を使って、現場スタッフとコミュニケーショ

ンを深め、情報収集するように努めております。 

  また、現場を訪ねるもう一つの理由は、現場スタッフがどういう意識で仕事に取り組んでいる

かを知るためでもあります。従来の駐車場という職場は、どちらかというと暗いイメージもあり

ました。しかし今や、世間の注目を集めるビジネスに成長し、現場スタッフはプライドを持ち、

活き活きと日々の仕事に取り組んでおります。こうした現場スタッフの意識から逆に世間の駐車

場に対する印象を推し量ることもできるのです。 

  このように当社では、常に情報にアンテナを張りめぐらせ、お客様の望むサービスのあり方を

探求し、同時に現場の士気を高めるために行動しております。  

 

③当たり前を突き崩せる会社であること 

 当社では、周囲に迎合しない、オリジナルな視点を大切にする会社創りを大切にしております。 

ある社会では当たり前と思われていることが、時代と共に簡単に覆されることはよくあります。

それは、人々の頭の中にインプットされている情報が、元々当たり前のものではないということ

の証明だと考えます。駐車料金の相場から駐車場のスタイルまで、これから当社が取り組むべき

パーキングメソッドの改革は、まだ誰もが挑戦していない領域です。未知の分野を模索し、切り

開いていく時に必要なのは、自分のアイデアに自信を持ち、気持ちにストップをかけず、体当た

りでチャンスをつかみとっていくことです。こうして駐車場施設を利用されるお客様、そして、

地域の皆様に喜んでいただけるオンリーワンのサービスを展開し続けてまいります。  
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(2) 目標とする経営指標 

当社では、これまで経営指標にとらわれることなく、事業拡大を優先させてまいりました。 

今後は、事業規模の拡大に加え、株主価値の向上を重要な経営課題と位置付けた上で、成長性、

収益性、健全性のバランスを重視し、事業の拡大及び利益成長の両立を図ってまいります。 

具体的な指標として、売上高増加率及び経常利益成長率並びに自己資本比率を高水準で維持する

ことを目標とし、効率経営を追求してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、駐車場管理運営事業において駐車場を賃借して運営するという従来の形態から一歩踏み

出し、「自社保有駐車場の運営」を柱の一つに加えることを目指しております。具体的には、営業

開発過程で遭遇する破綻第三セクター駐車場、再開発プロジェクトにおけるコンサルティング過程

で発生する保留床の取得を目指し、固定賃料の負担等、駐車場オーナーとの契約に左右されない自

社保有駐車場を管理運営することにより、「収益力の向上」を、今まで以上に進めてまいります。 

 なお、平成19年３月期において経営効率を図るため大規模低採算駐車場の運営を終了いたしまし

た。 

 （参考）長堀・東長堀駐車場 

 平成19年３月期

（千円） 

百分比（％）

売上高 1,136,543 100.0

売上総利益 23,176 2.0

 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社は、主に大都市圏における大型複合施設駐車場の有効活用を提供することにより成長してま

いりました。平成18年６月より開始された違法駐車の即時摘発や違法駐車の使用者責任の明確化な

ど駐車場の需給バランスに影響を与えうる環境の変化が起こっております。これらの変化をビジネ

スチャンスと捉え、いち早く顧客のニーズを察知し、施設の有効活用を提供することが当社の成長

のカギとなります。外部環境への対応と内部環境の整備を常に考え、特に以下の点については具体

的に対処すべき項目と認識し、今後も引き続き強化する所存であります。 

 

①顧客満足度の維持 

当社では、常に駐車場オーナー及び駐車場利用者双方のニーズを満たすべく、努力しておりま

す。また、顧客対応におきましては、マニュアルの充実を図ると共に継続的な社員教育により能

力・モラルの向上を図っております。有人管理を特色に持つ当社の現場においては、駐車場ごと

のニーズや利用者層に応じた最適なサービスの追求を行っております。高級施設やホテル併設駐

車場で行っているバレーサービス等、駐車場におけるホスピタリティーを基本方針として、今後

も顧客満足度の維持・向上に努めてまいります。 
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②差別化戦略 

当社は、再開発駐車場のコンサルティングに強みを有する会社であり、大都市圏における大型複

合施設である六本木ヒルズや表参道ヒルズ、東京ミッドタウンなどに設置される駐車場のコンサ

ルティングを行ってまいりました。また、今後も当社がターゲットとする大都市圏にある大型複

合施設などの駐車場に対し、当社のオペレーションノウハウ、豊富な情報量を用いて、駐車場の

設計段階からサポートするコンサルティングを行うことで、他社との差別化を図るとともに、駐

車場コンサルティング業界における参入障壁を高め、市場における地位を確立してまいります。 

 

③優秀な人材の確保 

当社は、会社設立以来、少数精鋭を標榜して事業展開しておりますが、当社が成長を継続し、発

展していくためには、優秀な人材の確保が必須と考えます。新卒採用に加え中途採用を更に積極

的に展開し、優秀な人材の確保に努めてまいります。 

 

④収益力の向上 

当社は、大型複合施設駐車場の有人による管理運営を展開している点が差別化要因となっており

ますが、品質の高い管理運営を行うための人材教育の充実や駐車場オーナーへの変動賃料の支払

いは、逆にコストアップ要因ともなっております。今後も人材への投資は積極的に継続しますが、

「自社保有駐車場の運営」を柱の一つに加えることで、賃料負担等駐車場オーナーとの契約に左

右されない収益体質を確保するとともに、駐車場から生み出すサービスに更なる付加価値を加え

ることで収益力の向上に努めてまいります。 
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４ 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   484,744  551,092 

２ 売掛金  24,368  34,810 

３ たな卸資産  20,089  16,145 

４ 前払費用  71,045  66,044 

５ 未収入金  73,736  114,074 

６ その他  12,193  16,501 

流動資産合計  686,178 67.3  798,668 71.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 機械装置  148,349 148,349  

  減価償却累計額  33,917 114,432 25,171 123,178 

(2) その他  83,427 81,520  

減価償却累計額  61,116 22,310 57,422 24,098 

有形固定資産合計  136,743 13.4  147,276 13.1

２ 無形固定資産  9,782 1.0  7,542 0.7

３ 投資その他の資産    

(1) 敷金及び保証金  129,606  129,154 

(2) 保険積立金  54,736  36,491 

(3) その他  2,435  1,805 

投資その他の資産合計  186,778 18.3  167,450 14.9

固定資産合計  333,304 32.7  322,269 28.7

資産合計  1,019,483 100.0  1,120,938 100.0
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当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 31,658  51,125 

２ 未払金  98,676  229,897 

３ 未払法人税等  59,529  60,200 

４ 前受金  87,781  88,354 

５ 預り金  161,992  173,980 

６ 賞与引当金  15,836  14,282 

７ その他 ※１ 29,895  35,455 

流動負債合計  485,369 47.6  653,295 58.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  73,354  88,350 

２ 退職給付引当金  5,399  3,898 

固定負債合計  78,753 7.7  92,248 8.2

負債合計  564,123 55.3  745,544 66.5

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  69,900 6.9  69,900 6.2

２ 資本剰余金    

資本準備金  46,900 46,900  

資本剰余金合計  46,900 4.6  46,900 4.2

３ 利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  348,560 268,594  

利益剰余金合計  348,560 34.2  268,594 24.0

４ 自己株式  △ 10,000 △ 1.0  △ 10,000 △ 0.9

株主資本合計  455,360 44.7  375,394 33.5

純資産合計  455,360 44.7  375,394 33.5

負債純資産合計  1,019,483 100.0  1,120,938 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,535,584 100.0  3,679,522 100.0

Ⅱ 売上原価  1,241,078 80.8  3,282,582 89.2

売上総利益  294,505 19.2  396,939 10.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  143,757 9.4  253,764 6.9

営業利益  150,748 9.8  143,175 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※1 4,057 0.3  7,928 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※2 13,899 0.9 4,149 0.1

経常利益  140,905 9.2
 

146,954 4.0

Ⅵ 特別利益 ※3 － － 14,000 0.4

Ⅶ 特別損失 ※4 － － 5,597 0.2

税引前中間(当期)純利益  140,905 9.2

 

155,356 4.2

法人税、住民税及び事業税  57,525 73,696  

法人税等調整額  3,414 60,939 4.0 △ 11,080 62,615 1.7

中間(当期)純利益  79,966 5.2  92,741 2.5
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 

平成19年３月31日残高(千円) 69,900 46,900

中間会計期間中の変動額 

 中間純利益 － －

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) 

－ －

平成19年９月30日残高(千円) 69,900 46,900

 

株主資本 

利益剰余金

その他 
利益剰余金

 

繰越利益 
剰余金 

自己株式 株主資本合計
純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 268,594 △ 10,000 375,394 375,394 

中間会計期間中の変動額  

 中間純利益 79,966 － 79,966 79,966 

中間会計期間中の変動額 
合計(千円) 

79,966 － 79,966 79,966 

平成19年９月30日残高(千円) 348,560 △10,000 455,360 455,360 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 

平成18年３月31日残高(千円) 63,800 43,800

事業年度中の変動額 

 新株の発行 3,100 3,100

 役員賞与金 － －

 合併による増加 3,000 －

 合併による利益剰余金増加額 － －

 当期純利益 － －

 自己株式の取得 － －

 自己株式の処分 － －

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

6,100 3,100

平成19年３月31日残高(千円) 69,900 46,900

 

株主資本 

利益剰余金

その他 
利益剰余金

 

繰越利益 
剰余金 

自己株式 株主資本合計
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 169,942 － 277,542 277,542 

事業年度中の変動額  

新株の発行 － － 6,200 6,200 

 役員賞与金 △ 32,030 － △ 32,030 △ 32,030 

合併による増加 － － 3,000 3,000 

 合併による利益剰余金増加額 37,939 － 37,939 37,939 

 当期純利益 92,741 － 92,741 92,741 

 自己株式の取得 － △ 131,400 △ 131,400 △ 131,400 

 自己株式の処分 － 121,400 121,400 121,400 

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

98,651 △ 10,000 97,851 97,851 

平成19年３月31日残高(千円) 268,594 △ 10,000 375,394 375,394 
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前中間(当期)純利益  140,905 155,356 

２ 減価償却費  13,559 32,739 

３ 退職給付引当金の増減額  1,501 1,028 

４ 賞与引当金の増減額  1,554 4,067 

５ 受取利息  △ 115 △ 296 

６ 支払利息  1,062 4,011 

７ 固定資産除却損  － 2,057 

８ 売上債権の増減額  10,441 62,099 

９ たな卸資産の増減額  △ 3,944 △ 6,323 

10 前払費用の増減額  △ 5,021 △ 16,744 

11 未収入金の増減額  40,337 △ 28,169 

12 未払金の増減額  △ 131,220 70,042 

13 未払費用の増減額  △ 157 1,047 

14 預り金の増減額  △ 11,987 99,363 

15 前受金の増減額  △ 573 22,337 

16 未払消費税等の増減額  △ 5,551 16,045 

17 役員賞与の支払  － △ 32,030 

18 その他  2,377 △ 210 

小計  53,168 386,424 

19 利息及び配当金の受取額  115 296 

20 利息の支払額  △ 1,041 △ 3,774 

21 法人税等の支払額  △ 60,163 △ 27,916 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 7,921 355,030 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △ 1,907 △ 8,196 

２ 無形固定資産の取得による支出  △ 3,358 △ 4,567 

３ 敷金及び保証金の差入による支出  △ 452 △ 52,000 

４ 敷金及び保証金の返還による収入  － 1,320 

５ 保険積立金の積立による支出  △ 18,245 △ 18,245 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 23,963 △ 81,689 
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当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 長期借入金の返済による支出  △ 34,463 △ 58,873 

２ 自己株式売却による収入  － 121,400 

３ 自己株式取得による支出  － △ 131,400 

４ 株式の発行による収入  － 6,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 34,463 △ 62,673 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △ 66,348 210,667 

Ⅴ 合併による現金及び現金同等物の増加額 ※2 － 20,164 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  551,092 320,260 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 484,744 551,092 
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 仕掛品 

 個別法による原価法  

(1) 仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物        ８～15年 

構築物         20年 

機械装置        15年 

車両運搬具     ２～６年 

工具器具備品     ４～８年 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する法令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、当中間会計期間から、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響額は軽微であります。 

 

（追加情報） 

 当中間会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響額は軽微であります。 

 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物        ８～15年 

構築物         20年 

機械装置        15年 

車両運搬具     ２～６年 

工具器具備品     ４～８年 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。当社では、過去及び当中間

会計期間において貸倒実績がなく、

貸倒懸念債権等もないことから、引

当を行っておりません。 

 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。当社では、過去及び当事業

年度において貸倒実績がなく、貸倒

懸念債権等もないことから、引当を

行っておりません。 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当中間会計期間負担額を計上して

おります。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当事業年度負担額を計上しており

ます。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

なお、退職給付債務の計算につい

ては、簡便法を採用しております。

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

なお、退職給付債務の計算につい

ては、簡便法を採用しております。

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 

同左 

５ 中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フ

ロー計算書)における資

金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

 

キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

６ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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（6）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

 

 

 

―――――――――――――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は375,394千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。  

 

 

 

 

 

―――――――――――――――― 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委

員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用

指針第10号)を適用しております。 

 財務諸表等規則の改正による財務諸表の表示に関す

る変更はありません。 

 

 

 

 

―――――――――――――――― 

 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正) 

 当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年

８月11日 企業会計基準適用指針第２号)を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。 
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当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

 

 

―――――――――――――――― 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終

改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。 

 これによる、損益に与える影響はありません。 
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

※１ 

――――――――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       115千円 

   受取手数料     3,937千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       296千円 

補助金収入     7,391千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息      1,062千円 

   上場関連費     5,058千円 

   株式交付費     7,778千円 

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

   支払利息      4,011千円 

  

※３ 

――――――――――― 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

ｿﾌﾄｳｪｱ使用許諾料  14,000千円  

 

※４ 

 

――――――――――― 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損    2,057千円 

前期損益修正損   3,539千円    

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   12,440千円 

無形固定資産    1,118千円    

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    31,245千円 

無形固定資産    1,494千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 73,010 － － 73,010

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 500 － － 500

 

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 619 72,391 － 73,010

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

関係会社合併に伴う新株の発行による増加     108株 

株式分割による新株の発行による増加      71,973株 

第三者割当増資による新株の発行による増加    310株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) ― 6,570 6,070 500

（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次の通りであります。 

取得による増加          6,570株 

売却による減少          6,070株 

 

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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４ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対

照表に記載されている金額との関係 

現金及び預金 484,744千円

現金及び現金同等物 484,744千円

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記

載されている金額との関係 

現金及び預金 551,092千円

現金及び現金同等物 551,092千円
 

※２ 

―――――――――――――――― 

※２ 重要な非資金取引の内容 

当事業年度に合併した有限会社都市交通情報

研究所より引き継いだ資産及び負債の主な内訳

は次のとおりであります。また合併により増加

した資本金は3,000千円であります。 

合併により引き継いだ資産・負債 

流動資産 64,184千円

 固定資産 1,831 〃 

  資産合計 66,015千円

 流動負債 25,075千円

負債合計 25,075千円
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(リース取引関係) 

 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
その他（工具器
具及び備品） 

61,755 44,880 16,874 

合計 61,755 44,880 16,874 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
その他（工具器
具及び備品） 

57,700 39,104 18,595 

合計 57,700 39,104 18,595 

 
② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 10,062千円

１年超 7,548 〃

合計 17,610千円
  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 11,840千円

１年超 7,706 〃

合計 19,547千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 6,314千円

減価償却費相当額 5,776 〃

支払利息相当額 323 〃
  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 12,328千円

減価償却費相当額 11,283 〃

支払利息相当額 890 〃
 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

当中間会計期間末（平成19年９月30日) 

有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成19年３月31日) 

有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等関係) 

  当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  １ ストック・オプションに係る中間会計期間における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

  ２ 当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

    該当事項はありません。 

 

  前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  １ ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

  ２ 当事業年度に付与したストック・オプションの内容 

   （１）ストック・オプションの内容 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社取締役     ６ 
当社監査役     ２ 
当社従業員     39  
取引先役職員    ７ 

決議年月日 平成18年９月13日 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 4,290 

付与日 平成18年９月15日 

権利確定条件 
付与日(平成18年９月15日)から権利確定日(平成20年９月15日)
まで継続して勤務又は取引していること 

対象勤務期間 
平成18年９月16日～ 
平成20年９月15日 

権利行使期間 
平成20年９月16日～ 
平成25年９月15日 
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    （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成18年ストック・オプション 

決議年月日 平成18年９月13日 

権利確定前  

 期首（株） － 

 付与（株） 4,290 

 失効（株） 136 

 権利確定（株） － 

 未確定残（株） 4,154 

権利確定後  

 期首（株） － 

 権利確定（株） － 

 権利行使（株） － 

 失効（株） － 

 未行使残（株） － 

  

② 単価情報 

 平成18年ストック・オプション 

決議年月日 平成18年９月13日 

権利行使価格（円） 20,000 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） － 

 

 

３  ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された平成18年ストック・オプションの単価は、未公開企業であるた

め単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。 

 また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、類似会社比準評価方

式により算定しております。 

    なお、当事業年度末における本源的価値の合計額はゼロであります。 

 

 

 

 

 



 
 

㈱駐車場綜合研究所（3251） 平成20年３月期中間決算短信（非連結） 
 

― 38 ― 

(持分法投資損益等) 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

関連会社がないため記載しておりません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

関連会社がないため記載しておりません。 
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(企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

(共通支配下の取引等関係) 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後

企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

 (1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 

名称 事業の内容 

株式会社駐車場綜合研究所(当社) 駐車場の管理運営事業・駐車場コンサルティング 

   

② 被結合企業   

名称 事業の内容 

有限会社都市交通情報研究所 都市交通に関る情報の提供、駐車場誘導員の研修・教育 

   

 (2) 企業結合の法的形式 

当社による有限会社都市交通情報研究所の吸収合併 

 

 (3) 結合後企業の名称 

当社を存続会社、有限会社都市交通情報研究所を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業

の名称は、株式会社駐車場綜合研究所であります。 

 

 (4) 取引の目的を含む取引の概要 

駐車場関連事業の一元的な経営体制を確立し、経営資源の集結と共有化並びに迅速かつ効率的

な事業展開を推進するために、平成18年４月１日を合併期日とし、提出会社を存続会社とする

吸収合併方式によっております。 

 

２ 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号)に基づき、「共通支配下の取引」として処理しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 6,279円96銭 5,177円14銭

１株当たり中間(当期)純利益 1,102円83銭 1,322円76銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権の残高

はありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんの

で記載しておりません。 

当社は平成18年５月31日付で普通株式

１株に対し普通株式100株の割合で株式

分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における前事業年度の（１

株当たり情報）の各数値は以下のとお

りであります。 

１株当たり純資産額   3,966円28銭

１株当たり当期純損失    38円33銭

(注)１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 455,360 375,394

普通株式に係る純資産額(千円) 455,360 375,394

差額の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数(株) 73,010 73,010

普通株式の自己株式数(株) 500 500

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

72,510 72,510

 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

中間(当期)純利益(千円) 79,966 92,741

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 79,966 92,741

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数(株) 72,510 70,112

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった
潜在株式の概要 

新株予約権(新株予約権
の数 4,130個)。 

新株予約権(新株予約権
の数 4,154個)。 
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(重要な後発事象) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 当社は、株式会社東京証券取引所より平成19年９
月27日に上場承認を受け、平成19年10月30日をもっ
て、株式を上場しました。この上場にあたり、以下
のとおり新株式の発行および自己株式の処分を実施
しております。 
 
１  新株式の発行および自己株式の処分 
 平成19年９月27日及び平成19年10月10日に開催
の取締役会において、下記のとおり公募による新
株式の発行および売出しによる自己株式の処分を
決議し、平成19年10月29日に払込が完了いたしま
した。 
 この結果、平成19年10月29日付で資本金は、
138,210千円、資本剰余金115,210千円および発行
済株式総数は、78,510株となっております。 

（1）新株式の発行 
 ① 募集方法      一般募集 
          （ブックビルディング方式）

② 発行する株式    普通株式 5,500株 
   の種類および数 
 ③ 発行価格      １株につき27,000円 
   一般募集は当該価格にて行いました。 
 ④ 引受価額      １株につき24,840円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新
株式払込金として受け取った金額でありま
す。  

 ⑤ 発行価額      １株につき22,100円 
この金額は会社法上の払込金額であり、平成
19年10月10日開催の取締役会において決定さ
れた金額であります。 

 ⑥ 発行価額の総額  121,550千円 
⑦ 引受価額の総額  136,620千円 

 ⑧ 資本組入額    １株につき12,420円 
⑨ 資本組入額の総額 68,310千円 
⑩ 払込期日     平成19年10月29日  

 ⑪ 資金の使途    設備投資資金 
 
（2）自己株式の処分 
 ① 処分方法     売出し 
          （ブックビルディング方式）

② 処分する株式   普通株式 500株 
   の種類および数 
 ③ 処分価格     １株につき24,840円 
 ④ 処分価額の総額  12,420千円 

⑤ 自己株式処分差益 2,420千円 
⑥ 払込期日     平成19年10月29日  

 ⑦ 資金の使途    設備投資資金 
       

――――――――――― 
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当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 第三者割当増資 
 当社では、当社普通株式の上場に伴う公募新株
式発行並びに株式売出しに関連し、当社株主より
当社普通株式を賃借した大和証券エスエムビーシ
ー株式会社が売出人となり、当社普通株式1,650株
の売出し（以下、「オーバーアロットメントによ
る売出し」）を行ないます。 
 本件第三者割当増資は、このオーバーアロット
メントによる売出しに関連して、平成19年９月27
日及び平成19年10月10日開催の取締役会決議に基
づき、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当
先として行なうものであり、その概要は次のとお
りであります。 

 
① 発行する株式の   普通株式 1,650株 

種類および数      
② 割当価格      １株につき24,840円 
③ 発行価額       １株につき22,100円 
④ 発行価額の総額   36,465千円 
⑤ 割当価格の総額   40,986千円 
⑥ 資本組入額     １株につき12,420円 
⑦ 資本組入額の総額  20,493千円 
⑧ 払込期日      平成19年11月27日 

 
(注) 本第三者割当は、上記１ 5,500株の募集（一

般募集）にあたって、その需要状況を勘案し
た上で行なうオーバーアロットメントによる
売出しに関連して行なう第三者割当増資であ
ります。 
大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成
19年10月30日から平成19年11月22日までの
間、上記のオーバーアロットメントによる売
出しのために当社株主である大嶋翼から借入
れる株式の返却を目的として、東京証券取引
所マザーズ市場においてオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る売出株式数を上限と
するシンジゲートカバー取引を行なう場合が
あります。  
大和証券エスエムビーシー株式会社は、上記
シンジゲードカバー取引がなされた場合、本
第三者割当増資に係る割当においては、係る
シンジゲートカバー取引により取得した株式
数に対応する株式について、割当に応じない
予定でありますので、その場合には、本第三
者割当増資における発行数の全部または一部
につき申込みが行なわれず、その結果、発行
数が変更される可能性があります。  
     

――――――――――― 
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５ その他 

事業部門別売上高 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 事業部門の名称 

物件数 

(件) 

構成比

(％) 

車室数

(車室)

構成比

(％) 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

前年同期比

(％) 

駐車場管理運営事業部 30 100.0 7,669 100.0 1,501,095 97.8 - 

駐車場運営事業 25 83.3 6,023 78.5 1,422,641 92.7 -  

駐車場管理事業 5 16.7 1,646 21.5 78,454 5.1 - 

コンサルティング部 － － － － 34,488 2.2 - 

合 計 30 100.0 7,669 100.0 1,535,584 100.0 - 

(注) １．駐車場運営事業における当社の販売先は、不特定多数の駐車場ユーザーであります。 

２. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   ３. 駐車場運営事業とは、駐車場の運営全体を当社が行っている受託形態を言います。 

４．駐車場管理事業とは、駐車場の管理のみ当社が行っている受託形態を言います。 

５．当社が保有する駐車場はありません。 

   ６. 当中間会計期間の駐車場管理運営事業の地域別販売実績及び構成比は次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 地域区分 

車室数 

（車室） 

構成比 

（％） 

金額 

(千円) 

構成比

（％）

関 東 地 区 5,034 65.7 1,150,716 76.7

関 西 地 区 2,273 29.6 297,558 19.8

その他地区 362 4.7 52,820 3.5

合 計 7,669 100.0 1,501,095 100.0

 

 


