
 

 
平成２０年９月２６日 

各  位 

 

東京都千代田区二番町１０番地５

日 本 パ ー キ ン グ 株 式 会 社

  代表取締役社長 小林 伸司

（コード番号：８９９７）

 問い合せ先 

専務取締役 

管理部門担当 重田 稔彦

TEL ０３－３２２２－０７７３

 

特別損失の発生並びに業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 

 

当社において、下記のとおり特別損失が発生しますので、その概要をお知らせするとともに、平成 21 年８月中間

期（連結・単体）及び平成 21 年２月期通期（連結・単体）の業績予想について、平成 20 年４月 11 日付「平成 20

年２月期 決算短信」において発表いたしました業績予想並びに配当予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

 
１． 減損損失の発生及びその概要 

 

   上半期において売上高は、当初計画の 58 億円を３億円下回り 55 億円となる見込みであります。これは、駐

車場業界を取り巻く環境が、昨年来のガソリン価格の急騰による車の乗り控えおよびサブプライム問題以降の

不動産不況による建築工事車両の減少等の影響により、駐車場の稼働率が予想を約 2.6 ポイント下回りました。 

   利益面では、営業利益 366 百万円、経常利益 258 百万円の当初計画が、営業利益 91 百万円、経常利益△6百

万円となる見込みであります。これは、上記の売上高の減少に加え、平成 18 年度・平成 19 年度の過当競争下

で開業した駐車場の更なる採算悪化が原因であります。 

    

下半期においても駐車場事業を取り巻く環境は、早期に改善される状況にないと判断し、抜本的な対策とし

てすべての不採算駐車場の収支を見直し、前期に開業した駐車場を含め 140 ヶ所の減損損失 1,323 百万円を処

理することといたしましたので、中間純利益は△791 百万円となる見込みであります。通期見通しでは、この

減損処理により今後の事業運営の健全化が計られ、減価償却費等の負担の軽減が寄与し経常利益はゼロを予定

しております。 

 

なお、当社は個別駐車場を単位として、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであると見込まれる駐

車場の資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 

２． 業績予想の修正理由について 

 

（１）連結業績予想 

 

 （中間期の修正理由） 

   上記の「減損損失の発生及びその概要」に述べている理由から、売上高は当初計画の 58 億円を３億円下回り

55 億円となる見込みであります。利益面では、営業利益 366 百万円、経常利益 258 百万円、中間純利益 42 百

万円の当初計画が、営業利益 91 百万円、経常利益△6 百万円、中間純利益△791 百万円となる見込みでありま

す。 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 （通期の修正理由） 

   通期業績につきましては、売上高は下半期も環境の改善はないものと見て、通期の売上高は当初計画の 118

億円を 10 億円下回り 107 億円を見込んでおります。利益面は、今回の減損処理による減価償却費等の負担の減

少 126 百万円及びすでに契約済みの賃料改定等による収益改善を織り込み、営業利益 732 百万円、経常利益 500

百万円、当期純利益 160 百万円の当初計画が、営業利益 208 百万円、経常利益０百万円、当期純利益△787 百

万円となる見込みであります。 

 

平成 20 年８月中間期 連結業績予想の修正（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） （単位：百万円） 

 売上高 

 

営業利益 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（A） 5,795  366 258 42

今回修正予想（B） 5,500   91 △6 △791

増減額（B－A） △295 △275 △264 △833

増減率（%） △5.1% △75.1% － －

（ご参考） 

前年同期実績（平成 19 年８月中間期） 5,345  351

 

251 302

 

平成 21 年２月期通期 連結業績予想の修正（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日）  （単位：百万円） 

 売上高 

 

営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 11,837 732 500 160

今回修正予想（B） 10,778  208   0 △787

増減額（B－A） △1,059 △524 △500 △947

増減率（%） △9.0% △71.6% △100.0% －

（ご参考） 

前年同期実績（平成 20 年２月期通期） 10,734  456

 

 274 285

 

 

（２）個別業績予想の修正 

   上記の連結業績予想の修正とほぼ同様の理由により修正いたします 

 

平成 20 年８月中間期 個別業績予想の修正（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） （単位：百万円） 

 売上高 

 

営業利益 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（A） 5,791 355 252 39

今回修正予想（B） 5,496 64 △24 △805

増減額（B－A） △295 △291 △276 △844

増減率（%） △5.1% △82.0% － －

（ご参考） 

前年同期実績（平成 19 年８月中間期） 5,260 332

 

236 294

 

平成 21 年２月期通期 個別業績予想の修正（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日）  （単位：百万円） 

 売上高 

 

営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 11,828 710 488 154

今回修正予想（B） 10,770 154 △36 △810

増減額（B－A） △1,058 △556 △524 △964

増減率（%） △8.9% △78.3% － －

（ご参考） 

前年同期実績（平成 20 年２月期通期） 10,597 418

 

244 268



 

 
 

 

 

 

３．配当予想の修正について 

 

（１）配当予想の修正内容 

 

             １株当たりの配当金 

 中間期末 期末 年間 

前回予想 

（平成 20 年４月 11 日） 

    円    銭 

1,300   00 

    円    銭 

1,300   00 

    円    銭 

2,600   00 

   今回予想     0   00     0   00     0   00 

 

（２）配当予想の修正理由 

   当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策の一つと位置づけ、事業年度の業績に応じた利益配分を

基本として、安定した配当を継続し機動的な利益還元を実施することを配当方針としています。 

   しかしながら当中間期決算におきまして、翌期以降の健全な事業運営のため抜本的な減損処理を行い、多額

の減損損失の計上により赤字決算となる予定であります。下半期においては減価償却費等の軽減効果が見込ま

れ、通期決算では経常利益はゼロを見込んでおりますが、当期純利益は△787 百万円となる予定であります。 

   したがいまして、誠に遺憾ながら平成 21 年２月期の中間期末及び期末の配当を見送らせていただくことを本

日開催の取締役会で決議いたしました。 

 

４．下期以降の経営改善策 

   当中間決算での減損処理の結果、減損処理による減価償却費等軽減効果が年間約２億円見込まれますので、

来期以降の黒字化の達成を予定しております、これに加えて次のとおり対策を講じてまいります。 

 

  （１）経営責任の明確化 

   ａ．役員報酬の減額の内容  代表取締役社長  月額報酬の 40%を９月から６ヶ月間 

                 専務取締役    月額報酬の 20%を９月から６ヶ月間 

                 取締役      月額報酬の 10%を９月から６ヶ月間 

    

   ｂ．監査役報酬の自主返上の内容        月額報酬の 10%を９月から６ヶ月間 

 

（２）収益改善策 

   ａ．賃料値下げ交渉の継続（解約を含め根気強く交渉） 

ｂ．稼働率向上のための具体策（近隣店舗との提携・月極募集等） 

   ｃ．採算重視で新規案件は厳選（４月に案件審査会を設置済み） 

 

  （３）有利子負債の減少 

   ａ．駐車場用地等の売却 

   ｂ．不動産の流動化 

 

５．その他 

   上記業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因

により異なる可能性があります。 

 

                                           以 上 

    


