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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 1,523 ― 0 ― 1 ― 0 ―
20年3月期第2四半期 1,535 ― 150 ― 140 ― 79 ―

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

21年3月期第2四半期 0.55 ―
20年3月期第2四半期 1,102.83 ―

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

21年3月期第2四半期 1,081 576 53.3 7,770.52
20年3月期 1,191 644 54.1 8,036.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  576百万円 20年3月期  644百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 175.00 175.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 187.00 187.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 3,252 6.0 37 △80.5 44 △74.4 24 △68.3 324.03

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  80,160株 20年3月期  80,160株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,990株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  79,931株 20年3月期第2四半期  72,510株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．通期の業績予想に関する事項につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等、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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した、世界的な

株式・為替市場の変動やそれに伴う大手企業の破綻、また、原油価格・穀物等原材料価格の高騰に伴う物

価上昇により景気の減速傾向は一層強まり、先行きに対する不透明感が拡大しました。  

 駐車場業界におきましては、平成20年初頭から続いたガソリン販売価格の上昇に伴う自動車利用の減速

により、駐車場の稼働率が大きな落ち込みを見せています。  

 このような環境の中、当社におきましては、ガソリン販売価格の上昇による影響については、依然同業

他社程は受けていないと捉えているものの、全般的な物価上昇による消費の減速による施設利用者や買物

客の減少による影響は否めず、４現場435車室を獲得したにも関わらず、駐車場管理運営事業の売上は、

1,478,271千円となり、また１車室あたりの売上高減収により、利益率が大幅に悪化いたしました。  

 このような状況に対応するため、駐車料金の見直しや定期・月極利用（固定収入）割合の増加施策など

による駐車場売上の維持・改善、および施設賃貸借料の見直し交渉やコストバランスの再検討による利益

率の改善を進めております。  

 また、コンサルティング事業につきましては、大型案件の終了により、売上高45,716千円を計上してお

ります。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間におきましては、売上高は、1,523,987千円、利益面においては、

コストコントロール施策の遅れ、および新規獲得案件のオープン準備費用を計上したことから、営業損失

453千円、経常利益1,636千円、四半期純利益43千円となりました。  

    

  

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は732,339千円（前事業年度比131,053千円減）となり

ました。これは主として自己株式の取得、法人税等の支払い、保険積立金の積立、長期借入金の返済、配

当金の支払い等により現金及び預金が131,627千円減少したことによるものであります。固定資産の残高

は348,886千円（前事業年度比20,521千円増）となりました。これは主として保険積立金の増加、業務効

率の向上を目的としたＩＴ設備の購入により33,342千円増加したことによるものであります。 この結

果、総資産の残高は1,081,225千円（前事業年度比110,532千円減）となりました。  

  流動負債の残高は454,314千円（前事業年度比28,710千円減）となりました。これは主として未払法人

税等が30,494千円減少したことによるものであります。固定負債の残高は50,571千円（前事業年度比

13,927千円減）となりました。これは主として長期借入金が14,996千円減少したことによるものでありま

す。  

 この結果、負債の残高は504,885千円（前事業年度比42,638千円減）となりました。  

 純資産の残高は、576,339千円（前事業年度比67,894千円減）となりました。これは主として自己株式

の取得53,910千円によるものであります。  

    

   

平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期予想につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」で業績修正を行っておりますので、そちらをご参照下さい。 

   

   

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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  簡便な会計処理 

   固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法

により算定しおります。 

   

①  「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第

12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期

財務諸表を作成しております。  

②  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益の低下による簿価切下げの方法）に変

更しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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５．【四半期財務諸表】 

 （1）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 553,225 684,852 

売掛金 31,010 29,759 

仕掛品 1,413 1,841 

前払費用 80,401 77,583 

その他 66,289 69,356 

流動資産合計 732,339 863,393 

固定資産 

有形固定資産 

機械及び装置 98,183 105,686 

その他 28,138 19,485 

有形固定資産合計 126,321 125,172 

無形固定資産 8,271 8,591 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 137,130 136,115 

保険積立金 72,982 54,736 

その他 4,181 3,749 

投資その他の資産合計 214,293 194,601 

固定資産合計 348,886 328,364 

資産合計 1,081,225 1,191,758 

負債の部 

流動負債 

1年内返済予定の長期借入金 29,992 29,992 

未払金 103,714 103,164 

未払法人税等 4,605 35,100 

前受金 108,294 97,846 

預り金 171,420 166,548 

賞与引当金 17,600 15,997 

その他 18,685 34,375 

流動負債合計 454,314 483,024 

固定負債 

長期借入金 43,362 58,358 

退職給付引当金 7,209 6,141 

固定負債合計 50,571 64,499 

負債合計 504,885 547,523 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 158,703 158,703 

資本剰余金 138,123 138,123 

利益剰余金 333,423 347,408 

自己株式 △53,910 － 

株主資本合計 576,339 644,234 

純資産合計 576,339 644,234 

負債純資産合計 1,081,225 1,191,758 
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(2) 【四半期損益計算書】

     【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,523,987 

売上原価 1,326,053 

売上総利益 197,934 

販売費及び一般管理費 198,387 

営業損失（△） △453 

営業外収益 

受取利息 30 

受取手数料 3,182 

その他 58 

営業外収益合計 3,272 

営業外費用 

支払利息 694 

支払手数料 245 

保険解約損 242 

営業外費用合計 1,182 

経常利益 1,636 

税引前四半期純利益 1,636 

法人税、住民税及び事業税 475 

法人税等調整額 1,118 

法人税等合計 1,593 

四半期純利益 43 
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  【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 774,515 

売上原価 665,717 

売上総利益 108,797 

販売費及び一般管理費 98,371 

営業利益 10,426 

営業外収益 

受取利息 29 

受取手数料 3,172 

その他 57 

営業外収益合計 3,259 

営業外費用 

支払利息 405 

支払手数料 245 

保険解約損 242 

営業外費用合計 892 

経常利益 12,793 

税引前四半期純利益 12,793 

法人税、住民税及び事業税 237 

法人税等調整額 5,395 

法人税等合計 5,633 

四半期純利益 7,160 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

   該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

自己株式の取得 

当社は、平成20年９月22日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付の方法により自己

株式を取得することを決議し、普通株式5,990株を取得しました。この結果、当第２四半期会計期間

において自己株式が53,910千円増加しております。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期損益計算書 

  

                               （単位：千円） 

 
  

  

「参考」

科 目
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

Ⅰ 売上高 1,535,584

Ⅱ 売上原価 1,241,078

  売上総利益 294,505

Ⅲ 販売費及び一般管理費 143,757

  営業利益 150,748

Ⅳ 営業外収益

     受取利息 115

   受取手数料 3,937

      その他 3

    営業外収益 合計 4,057

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1,062

   上場関連費 5,058

   株式交付費 7,778

  営業外費用 合計 13,899

  経常利益 140,905 

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

  税引前四半期純利益 140,905

  法人税、住民税及び事業税 57,525

  法人税等調整額 3,414

  法人税等 合計 60,939

  四半期純利益 79,966
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