
  

 平成20年10月期決算短信 
平成20年12月16日 

 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年10月期の連結業績（平成19年11月１日～平成20年10月31日） 
(1) 連結経営成績 （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年10月期 80,834 7.1 8,936 △29.4 8,260 △30.4 4,738 △30.7
19年10月期 75,458 15.6 12,654 4.0 11,873 1.0 6,840 △4.7

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年10月期 33 49 32 18 13.7 13.0 11.1
19年10月期 48 45 46 22 21.7 19.9 16.8

（参考） 持分法投資損益  20年10月期 △50百万円 19年10月期 △54百万円 
 
(2) 連結財政状態 

 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
20年10月期 63,168 34,756 54.9 245 29
19年10月期 63,948 34,503 54.0 243 94

（参考） 自己資本  20年10月期 34,705百万円 19年10月期 34,502百万円 
 
(3) 連結キャッシュ・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
20年10月期 7,142 △2,574 △4,247 8,270
19年10月期 9,562 △8,228 △8,200 8,028

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）(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 百万円 ％ ％
19年10月期 0 00 0 00 0 00 30 00 30 00 4,243 61.9 13.4
20年10月期 0 00 0 00 0 00 30 00 30 00 4,244 89.6 12.3
21年10月期 
（予想） 

0 00 0 00 0 00 30 00 30 00  88.4 

 
 
３．21年10月期の連結業績予想（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期連結累計期間 42,100 4.9 3,800 △21.4 3,500 △23.3 2,000 △25.0 14 14

通     期 86,000 6.4 9,200 2.9 8,400 1.7 4,800 1.3 33 93
 

上 場 会 社 名 パーク２４株式会社 上場取引所  東証一部 
コ ー ド 番 号 4666 ＵＲＬ  http://www.park24.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名） 西川 光一   
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営管理本部長 （氏名） 佐々木 賢一 ＴＥＬ (03)3213-8900
定時株主総会開催予定日 平成21年１月28日 配当支払開始予定日 平成21年１月29日
有価証券報告書提出予定日 平成21年１月29日   

(財)財務会計基準機構会員
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４．その他 
(1) 期中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) 連結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（連結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 無  
 ② ①以外の変更 無  
  
  
(3) 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） 20年10月期 147,947,804株 19年10月期 147,897,804株 
 ②期末自己株式数 20年10月期 6,460,616株 19年10月期 6,460,359株 
 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１.20年10月期の個別業績（平成19年11月１日～平成20年10月31日） 
 (1) 個別経営成績 (％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年10月期 78,189 6.9 8,404 △29.7 8,063 △31.2 4,659 △31.4
19年10月期 73,151 15.0 11,957 0.7 11,722 1.4 6,792 △4.1

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭
20年10月期 32 94 31 65
19年10月期 48 11 45 90

 
(2) 個別財政状態 

 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
20年10月期 58,071 34,302 59.1 242 44
19年10月期 61,440 33,881 55.1 239 55

（参考） 自己資本  20年10月期 34,302百万円 19年10月期 33,881百万円 
 
２．21年10月期の個別業績予想（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期累計期間 40,500 4.6 3,700 △18.9 3,500 △20.5 2,000 △22.2 14 14

通     期 82,700 5.8 8,800 4.7 8,300 2.9 4,700 0.9 33 22
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

【当期の経営成績】                                 （単位：百万円） 

 
売上高 

（前年同期比） 

営業利益 

（前年同期比） 

経常利益 

（前年同期比） 

当期純利益 

（前年同期比） 

1株あたり

当期純利益

20年10月期 80,834 7.1% 8,936 △29.4% 8,260 △30.4% 4,738 △30.7% 33.49円

19年10月期 75,458 15.6% 12,654 4.0% 11,873 1.0% 6,840 △4.7% 48.45円

１. 当期業績の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、サブプライムローンに端を発した世界的な金融市場の混乱や米国経済の減

速、原油や原材料価格の高騰などにより、景気が停滞いたしました。 

駐車場業界におきましては、不動産投資市況の悪化等の影響により、土地の一時的な活用として時間貸駐車場への需

要が高まるなど、開発環境は堅調に推移いたしました。しかしながらその一方で、ガソリン価格の上昇等により都市部

を中心に自動車の使用を控える動きが見られるなど、事業環境は総体的に低調な推移となりました。 

このような環境のもと、当社グループは、エリアの需給バランスを見極め開発をより厳選化することで、時間貸駐車

場「タイムズ」の運営台数を拡大すると同時に、変化する駐車ニーズに対応するため、集客力向上に向けた様々な運用

施策を実施しました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は808億34百万円（前連結会計年度比7.1％増）、営業利益は89億36百万

円（前連結会計年度比29.4％減）、経常利益は82億60百万円（前連結会計年度比30.4％減）、当期純利益は47億38百万

円（前連結会計年度比30.7％減）となりました。 

 

売上高と営業利益 

当連結会計年度の売上高は、主力事業である駐車場運営事業において、収益源となる「タイムズ」の運営台数を伸ば

すと同時に、集客力向上に向けた運用施策を実施したことで、前年同期比53億76百万円増加の808億34百万円となりま

した。営業利益においては、稼働状況の弱さに、開発人員の増強に伴う人件費の増加や本社移転による賃借料および減

価償却費等の上昇が影響し、営業利益は同37億17百万円減少の89億36百万円となりました。 

 

営業外損益と経常利益 

契約期間満了前の解約による駐車場違約金収入や、店舗等への販売時に前受金で計上していたタイムズチケットの期

限切れに伴う収入があったこと等により、営業外収益が１億58百万円となりました。その一方で、タイムズの解約に伴

う駐車場設備の除却損や撤去費の計上と、SPC（特別目的会社）のノンリコースローンに対する支払手数料等により、

営業外費用が８億34百万円となりました。 

その結果、経常利益は82億60百万円となり、前年同期比36億12百万円の減少となりました。 

 

特別損益 

土地収用に伴う売却益24百万円などで特別利益を34百万円計上した一方で、投資有価証券評価損61百万円や減損損失

52百万円などで特別損失１億46百万円を計上したことにより、特別損益は１億11百万円の損失となりました。 

 

当期純利益 

経常利益の82億60百万円に特別損益の１億11百万円を減じた税金等調整前当期純利益は81億48百万円となりました。

ここから、税金費用等34億10百万円を控除した当期純利益は47億38百万円となり、前年同期比21億２百万円の減少とな

りました。 

この結果、１株当たり当期純利益は、前年同期比14円96銭減少の33円49銭となりました。 
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２. セグメント別の概況 

駐車場運営事業 

駐車場運営事業は、開発においてエリアの駐車需要を見極め厳選化することで、高い収益が見込める物件の開発に注

力いたしました。解約については、TPS事業において店舗の統廃合等による解約が増加したものの、ST事業は、不動産

投資市況の悪化により建設や売却などを事由とした解約が抑制され、収益源となるタイムズの管理運営台数は、当連結

会計年度において239,394台（前連結会計年度末比13.4％増）となりました。 

収益面では、既存物件において駐車場利用台数の減少などの傾向がみられるなかで、駐車料金の適正化や物件の視認

性向上を図るなど、集客力を高める運用施策を講じるとともに、土地賃借料の見直しや赤字物件の解約を実施すること

で、収益改善に努めました。 

以上の結果、当該事業の売上高は769億44百万円（前連結会計年度比7.0％増）、営業利益は133億53百万円（前連結

会計年度比18.5％減）となりました。 

 

管理受託その他事業 

管理受託その他事業におきましては、駐車機器の設置工事請負や駐車場管理のアウトソーシングの高まりによる管理

業務の受託が増加したものの、一部変動受託料を採用している物件において、駐車場売上の低迷により収入が減少しま

した。 

その結果、当該事業の売上高は38億90百万円（前連結会計年度比9.9％増）、営業利益は６億29百万円（前連結会計

年度比40.3％減）となりました。 

 

【次期の見通し】 

当社グループを取り巻く環境は、ガソリン価格の高騰は沈静化したものの景気低迷の長期化懸念が広がるなか、自動

車の乗り控えが続くことが予測され収益環境は厳しい状況が続くものと予想されます。このような環境のなかで、当社

グループは、ドライバーの視点に立った様々な取り組みを行い、駐車場運営事業の収益改善を確実に推進することに注

力してまいります。 

そのため、主に既存物件の収益改善に向け人的リソースのシフトを行い、エリアごとに徹底したマーケティングを基

とした運用手法を講じることで、集客力を高める一方、引き続き土地賃借料などのコストの見直しと赤字物件の解約を

推し進めてまいります。 

また、タイムズの開発については、良好な開発環境のなか、ドミナント化に向けた注力エリアおよび高い収益が見込

まれる物件に厳選した開発を行います。収益改善に向けた運用への人的シフトと物件の厳選化により、年間の開発台数

は29,000台（前年同期比31.3％減）といたします。 

以上により、平成21年10月期の業績見通しにつきましては、売上高860億円、営業利益92億円、経常利益84億円、当

期純利益48億円を計画しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

【連結財政状態】                                  （単位：百万円） 

 20年10月期末 19年10月期末 増減 

総資産 63,168 63,948 △779

純資産 34,756 34,503 △252

自己資本比率 54.9% 54.0% ＋0.9%

１株当たり純資産※ 245.29円 243.94円 ＋1.35円

 

総資産 

タイムズ開設による設備投資40億18百万円があった一方で、減価償却費38億76百万円の計上や余剰資金として運用し

ていた有価証券が減少したこと等により、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億79百万円減少の

631億68百万円となりました。 

 

負債 

設備関係支払手形の減少５億21百万円と未払法人税の減少８億91百万円があったこと等により、当連結会計年度末の

負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億32百万円減少の284億12百万円となりました。 

 

純資産 

配当金の支出42億43百万円や円高による為替換算調整勘定の減少２億96百万円等があったものの、当期純利益47億38

百万円とストックオプションの行使により資本金および資本剰余金が合計38百万円増加したこと等により、当連結会計

年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億52百万円増加の347億56百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の54.0％から54.9％と0.9ポイント上昇いたしました。 

また、１株当たり純資産額は、１円35銭増加の245円29銭となりました。 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】                          （単位：百万円） 

 20年10月期末 19年10月期末 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,142 9,562 △2,419

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,574 △8,228 ＋5,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,247 △8,200 ＋3,952

現金及び現金同等物の期末残高 8,270 8,028 ＋241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は、71億42百万円（前年同期比24億19百万円減）（前連結会計年度比25.3％減）となり

ました。これは、非資金項目である減価償却費を加えた税金等調整前当期純利益が120億25百万円となった一方で、法

人税等の支出43億63百万円があったことなどによるものです。 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、25億74百万円（前年同期比56億54百万円減）となりました。これは、余剰資金の運

用として保有していた有価証券25億円が満期償還となった一方で、STおよびTPS開設における設備投資の支払額31億91

百万円があったことなどによるものです。 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、42億47百万円（前年同期比39億52百万円減）となりました。これは主に、配当金の

支払額42億33百万円があったことなどによるものです。 

 

以上により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億41百万円増加の82億70百万円となりました。 
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【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成20年10月期 平成19年10月期 平成18年10月期 

期 末 期 末 期 末 

株主資本比率 56.4％ 54.9％ 52.7％ 

時価ベースの株主資本比率 87.80％ 252.14％ 431.27％ 

債務償還年数 2.7年 2.0年 1.2年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 56.9倍 41.7倍 631.9倍 

（注）株主資本比率 ：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※利払いは、連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、利益成長による企業価値向上を第一義と考え、将来への必要な投資資金としての内部留保

の状況を勘案したうえで、余剰資金について配当を中心に、株主の皆様へ利益還元することを基本方針としております。 

また、更なる業績向上に対する意識や意欲を一層高めることを目的に、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従

業員に対するストックオプション制度を採用しております。 

内部留保につきましては、新たなクルマ社会の創造と企業価値の 大化を目的とした研究開発や設備投資に充当して

まいります。また、そのための一手法として、M&A（企業の合併と買収）の可能性を追求し、タイムリーに投資してい

く計画であります。 

なお、この基本方針に基づき、当期中間配当は実施せず、期末配当にて、１株あたり30円、配当性向89.6%を予定し

ております。また、次期につきましても当期と同様に、期末配当（中間配当実施せず）にて、１株あたり30円、配当性

向88.4%とさせていただく予定です。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は当社及び連結子会社5社、関連会社1社で構成されており、駐車場の運営・管理を主業務とし、これに関連し

た事業を展開しております。 

 
当社グループの事業系統図は次の通りであります。 

 

当社グループの事業セグメントにつきましては、次のとおりであります。 

駐 車 場 運 営 事 業・・・ 当社が、土地所有者から土地を賃借し、設計、駐車機器の設置を行い、時間貸駐車

場 『タイムズ』の運営を行っております。 
タイムズサービス㈱は、主として『タイムズ』開設に係る工事監理、開設後の集

金、保守、清掃業務、不正出庫車両の取り締まり等を行っております。 

タイムズコミュニケーション㈱は主として『タイムズ』のコールセンタサービスの

提供を行っております。 

(有)TPF-1は流動化資産を保有し、当社に賃借しております。 

台湾パーク二四有限公司およびGS Park24 Co.,Ltd.は、海外市場において時間貸駐

車場の運営を行っております。 

管理受託その他事業・・・ 当社およびタイムズサービス㈱が、病院や行政等が運営する駐車場の管理業務を請け

負っています。また、駐車装置の販売および販売した商品の保守業務等を行っておりま

す。 

 

パーク２４株式会社 

タイムズサービス㈱★ (有)TPF-1★ ITS事業企画㈱★ 台湾パーク二四有限公司★

タイムズコミュニケーション㈱★ GS Park24 Co.,Ltd.※ 

駐車場管理業務の提供 

駐車場施設等の賃貸 駐車場周辺サービスの提供 

駐車場の提供 

★連結子会社 

※関係会社（持分法適用） 

駐車場の提供 

顧      客 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、駐車場事業をサービス産業と捉え、ネットワーク化を促進し事業展開することで、持

続的な成長を続けるとともに、企業価値を 大化してまいります。また、駐車場を通して新たなクルマ社

会を創造していくことで、ドライバーの皆様、土地オーナーと地域社会の皆様、株主の皆様、従業員等の

ステークホルダーの信頼と期待に応えてまいります。 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成19年11月からの３ヵ年を更なる飛躍のための準備期間と位置づけ、主力事業であ

る駐車場運営事業を拡大すると同時に、「新たなクルマ社会」の実現に向け、物件数や顧客基盤等の既存

のリソースを活用した新たな収益機会を創出いたします。 

主力事業の駐車場運営事業においては、地域の特性にあわせた独自のエリア分けをもとにドミナントエ

リアを拡大してまいります。さらに、マーケティングを強化しエリアの特性にあわせた運用施策を実施す

ると同時に、市場環境の変化に応じ供給台数を適正化することで、収益の 大化を図ります。 

 

(3) 目標とする経営指標 

事業拡大を達成すると同時に、高い収益性の確保と資本効率化経営を推進し、営業利益成長率及び売上

高営業利益率と、株主資本利益率（ROE）を経営指標としております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

新たなクルマ社会の創造と、持続的成長および企業価値 大化を図るため、当社グループが対処すべき

課題は以下のとおりです。 

① 駐車需給バランスの見極め 

マクロ的な景気変動やクルマ社会の変化に加え、街並みの移り変わりに応じて、自動車の集積度合いや

動線は日々変化しています。その変化に応じたエリアごとの駐車場の需給バランスを、的確かつタイムリ

ーに見極めるため、稼働や入出庫の状況などをTONICを活用して定量的に分析すると同時に、徹底したマー

ケティングを実施し、定性的に把握してまいります。 

② 駐車場数の拡大と 適な事業ポートフォリオの構築 

国内の駐車ニーズに対する供給バランスの改善と、当社グループの収益力向上の観点から、駐車場数の

拡大に努めております。 

駐車場運営事業では、展開エリアの需給バランスを見極めた物件開発を行うことで、収益源となる駐車

場数の拡大を図ります。特に、解約のリスクの低い長期安定的な駐車場運営が可能となる商業施設等に付

帯した駐車場運営のTPS事業を推進し、収益全体における割合を引き上げることで、安定的な事業基盤とな

る 適な事業ポートフォリオを構築してまいります。 

③ 効率的かつ効果的な駐車場運用施策の構築 

駐車場事業ではエリアごとに駐車ニーズが異なるため、多様な運用施策が必要不可欠となっております。 

｢明るい、きれい、使いやすい｣を基本コンセプトに講じた運用施策と、ポイントプログラム｢タイムズク

ラブ｣や法人向け売掛決済カード｢タイムズビジネスカード｣等による顧客囲い込みのためのマーケティング

施策を推進し、環境変化への迅速な対応を講じるため、これらの運用・マーケティング施策を体系化して

まいります。 

④ 駐車場管理の効率化 

駐車場運営台数の拡大のため、さらなる駐車場管理の効率化を推進しております。 

駐車場管理については、グループ会社のタイムズサービス(株)において、駐車場開設時の工事施工から、

開設後の集金や駐車機器の保守・メンテナンスおよび清掃業務を行っております。日々の管理業務の中で

集積されたノウハウのもと、教育プログラムを構築し共有することで効率化を図り、品質向上に努めてお

ります。また、駐車場の供給量に応じてサポートセンターを設置し、迅速な対応を可能とすることで、駐

車場の品質の維持および向上を推進してまいります。 

⑤ 新たなクルマ社会の創造 

国内の自動車保有台数の減少がみられる一方で、ETCをはじめとするITSの推進や電気自動車の普及によ

る環境対応等、日本のクルマ社会自体の変化が求められています。そのような状況のもと、駐車場を通じ
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て、新たなクルマ社会を創造していくことが、当社グループの責務だと認識しております。 

そのために、全国に広がる当社駐車場をはじめとして、「タイムズクラブ」や「タイムズビジネスカー

ド」の顧客基盤など、当社グループが有する既存リソースの活用や、M&A・企業アライアンスを一手法とし

て、自動車利用における利便性の追求を図ってまいります。 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

 
前連結会計年度 

(平成19年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

増 減 

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  1．現金及び預金  7,029 8,286  1,256

  2．受取手形及び売掛金  1,299 1,458  159

  3．有価証券  3,513 －  △3,513

  4．たな卸資産  372 417  44

  5．前払費用  3,844 4,227  382

  6．繰延税金資産  536 475  △61

  7．その他  537 951  414

   貸倒引当金  △8 △6  2

  流動資産合計  17,124 26.8 15,810 25.0 △1,314

Ⅱ 固定資産    

（1）有形固定資産    

  1．建物及び構築物  11,328 11,268  △60

  2．機械装置及び運搬具  415 345  △70

  3．土地  21,834 22,601  767

  4．建設仮勘定  202 251  49

  5．その他  2,557 2,462  △95

  有形固定資産合計  36,338 56.8 36,928 58.5 589

（2）無形固定資産    

  1．その他  1,026 1,034  7

  無形固定資産合計  1,026 1.6 1,034 1.6 7

（3）投資その他の資産    

  1．投資有価証券  1,014 621  △393

  2．長期前払費用  4,876 5,001  125

  3．敷金及び保証金  2,428 2,510  81

  4．繰延税金資産  446 593  147

  5．再評価に係る繰延税金資産  431 431  －

  6．その他  260 238  △22

   貸倒引当金  △0 △1  △0

  投資その他の資産合計  9,457 14.8 9,395 14.9 △62

  固定資産合計  46,823 73.2 47,358 75.0 534

  資産合計  63,948 100.0 63,168 100.0 △779
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（単位：百万円、％） 

 
前連結会計年度 

(平成19年10月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年10月31日) 
増 減 

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

  1．支払手形及び買掛金 157 185  27

  2．未払金 2,424 2,523  99

  3．未払費用 925 908  △16

  4．未払法人税等 2,629 1,738  △891

  5．賞与引当金 520 598  78

  6．役員賞与引当金 113 8  △104

  7．設備関係支払手形 1,975 1,453  △521

  8．その他 869 1,076  207

  流動負債合計 9,614 15.0 8,492 13.5 △1,121

Ⅱ 固定負債   

  1．新株予約権付社債 15,000 15,000  －

  2．長期借入金 4,100 4,047  △52

  3．退職給付引当金 152 184  31

  4．役員退職慰労引当金 162 201  39

  5．その他 415 486  70

  固定負債合計 19,830 31.0 19,919 31.5 89

  負債合計 29,444 46.0 28,412 45.0 △1,032

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

  1．資本金 6,481 10.1 6,500 10.3 19

  2．資本剰余金 8,235 12.9 8,254 13.0 19

  3．利益剰余金 29,745 46.5 30,240 47.9 494

  4．自己株式 △9,342 △14.6 △9,342 △14.8 △0

  株主資本合計 35,119 54.9 35,652 56.4 533

Ⅱ 評価・換算差額等   

  1．その他有価証券評価差額金 39 0.1 5 0.0 △33

  2．土地再評価差額金 △620 △0.9 △620 △1.0 －

  3．為替換算調整勘定 △35 △0.1 △331 △0.5 △296

  評価・換算差額等合計 △617 △0.9 △947 △1.5 △329

Ⅲ 少数株主持分 1 0.0 50 0.1 49

  純資産合計 34,503 54.0 34,756 55.0 252

  負債純資産合計 63,948 100.0 63,168 100.0 △779
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(2) 連結損益計算書 

 (単位：百万円、％) 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

増 減 

区 分 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 

Ⅰ 売上高  75,458 100.0 80,834 100.0 5,376

Ⅱ 売上原価  55,212 73.2 62,302 77.1 7,089

   売上総利益  20,245 26.8 18,532 22.9 △1,712

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,591 10.0 9,596 11.8 2,005

   営業利益  12,654 16.8 8,936 11.1 △3,717

Ⅳ 営業外収益    

  1．受取利息及び配当金 41 10   

  2．駐車場違約金収入 35 48   

  3．その他 48 126 0.1 98 158 0.2 31

Ⅴ 営業外費用    

  1．支払利息 230 119   

  2．株式交付費 21 0   

  3．駐車場解約費 409 559   

  4．持分法による投資損失 54 50   

  5．匿名組合分配金 173 －   

  6．その他 17 907 1.2 104 834 1.1 △72

   経常利益  11,873 15.7 8,260 10.2 △3,612

Ⅵ 特別利益    

  1．固定資産売却益 － 24   

  2．投資有価証券売却益 － － － 10 34 0.0 34

Ⅶ 特別損失    

  1．本社移転損失 157 －   

  2．固定資産除却損 － 33   

  3．投資有価証券評価損 1 61   

  4．減損損失 9 52   

  5．その他 4 171 0.2 － 146 0.1 △25

   税金等調整前当期純利益  11,701 15.5 8,148 10.1 △3,552

   法人税、住民税及び事業税 4,921 3,472   

   法人税等調整額 △61 4,860 6.4 △62 3,410 4.2 △1,450

   少数株主利益  0 0.0 0 0.0 0

   当期純利益  6,840 9.1 4,738 5.9 △2,102



 パーク２４株式会社 （4666）平成20年10月期 決算短信 

― 13 ― 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年10月31日残高(百万円) 6,074 7,829 24,660 △9,342 29,222

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 406 405  812

 剰余金の配当 △1,755  △1,755

 当期純利益 6,840  6,840

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 △0 0 0

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
406 405 5,084 △0 5,897

平成19年10月31日残高(百万円) 6,481 8,235 29,745 △9,342 35,119

 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

平成18年10月31日残高(百万円) 72 △620 1 － 28,675

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  812

 剰余金の配当  △1,755

 当期純利益  6,840

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△33 △37 1 △69

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△33 － △37 1 5,827

平成19年10月31日残高(百万円) 39 △620 △35 1 34,503
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当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年10月31日残高(百万円) 6,481 8,235 29,745 △9,342 35,119

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 19 19  38

 剰余金の配当 △4,243  △4,243

 当期純利益 4,738  4,738

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 △0 △0 0 0

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
19 19 494 △0 533

平成20年10月31日残高(百万円) 6,500 8,254 30,240 △9,342 35,652

 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

平成19年10月31日残高(百万円) 39 △620 △35 1 34,503

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  38

 剰余金の配当  △4,243

 当期純利益  4,738

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△33 △296 49 △280

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△33 － △296 49 252

平成20年10月31日残高(百万円) 5 △620 △331 50 34,756
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

区 分 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益 11,701 8,148

 減価償却費 3,179 3,876

 減損損失 9 52

 退職給付引当金の増加額 31 31

 役員退職慰労引当金の増加額 24 39

 受取利息及び受取配当金 △41 △10

 支払利息 230 119

 固定資産売却益 － △24

 固定資産除却損 94 33

 売上債権の増加額 △368 △148

 たな卸資産の増加額 △87 △44

 仕入債務の増加額（△減少額） △18 23

 未収入金の減少額（△増加額） 97 △256

 前払費用の増加額 △668 △380

 未払金の増加額 44 304

 設備支払手形の増加額（△減少額） 428 △521

 その他 823 380

    小計 15,480 11,623

 利息及び配当金の受取額 20 8

 利息の支払額 △229 △125

 法人税等の支払額 △5,709 △4,363

    営業活動によるキャッシュ・フロー 9,562 7,142

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △16 △16

 定期預金の払戻による収入 16 16

 有価証券の取得による支出 △6,491 －

 有価証券の満期償還による収入 9,010 2,500

 有形固定資産の取得による支出 △6,104 △2,775

 有形固定資産の売却による収入 48 86

 無形固定資産の取得による支出 △342 △262

 投資有価証券の取得による支出 △830 △47

 長期前払費用の取得による支出 △2,359 △2,060

 その他 △1,159 △14

    投資活動によるキャッシュ・フロー △8,228 △2,574
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（単位：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

区 分 金 額 金 額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △5,600 △52

 匿名組合出資預り金返済による支出 △1,641 －

 株式の発行による収入 790 37

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △1,748 △4,233

 その他 0 0

    財務活動によるキャッシュ・フロー △8,200 △4,247

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － △30

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △6,866 288

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,311 8,028

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 584 －

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △47

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 8,028 8,270

 

 

 

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ４社 

 タイムズサービス㈱ 

 ドライバーズネット㈱ 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド 

 (有)ティー・ピー・エフ・ツー・リ

ミテッド 

 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド及び(有)ティー・ピー・エ

フ・ツー・リミテッドは、従来、財務

諸表等規則第８条７項に定める特別目

的会社としておりましたが、「投資事

業組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年９月

８日 実務対応報告第20号）が公表さ

れたことを契機に、より厳格な連結の

範囲の判断をした結果、当連結会計年

度より連結の範囲に含めることといた

しました。 

連結子会社の数 ５社 

 タイムズサービス㈱ 

 タイムズコミュニケーション㈱ 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド 

 台湾パーク二四有限公司 

 ＩＴＳ事業企画㈱ 

  

新規設立による増加 １社   

 台湾パーク二四有限公司 

株式買取による増加 １社   

 ＩＴＳ事業企画㈱ 

解散による連結除外 １社 

 (有)ティー・ピー・エフ・ツー・リ

ミテッド 

なお、ドライバーズネット㈱は平成19

年11月１日、タイムズコミュニケーシ

ョン㈱に商号変更いたしました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用関連会社の数 １社 

 GS Park24 Co.,Ltd(韓国)  

 GS Park24 Co.,Ltd(韓国)の決算日は

連結決算日と異なるため、連結決算日

に実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

同    左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 

 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド及び(有)ティー・ピー・エ

フ・ツー・リミテッドを除く連結子会

社の決算日は、連結決算日と一致して

おります。(有)ティー・ピー・エフ・

ワン・リミテッドの決算日は２月末

日、(有)ティー・ピー・エフ・ツー・

リミテッドの決算日は９月30日で、連

結財務諸表の作成に当たっては、(有)

ティー・ピー・エフ・ワン・リミテッ

ドについては８月31日に行った仮決算

に基づく財務諸表、(有)ティー・ピ

ー・エフ・ツー・リミテッドについて

は決算日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド、台湾パーク二四有限公司

（台湾）及びＩＴＳ事業企画㈱を除く

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。(有)ティー・ピ

ー・エフ・ワン・リミテッドの決算日

は２月末日、台湾パーク二四有限公司

（台湾）の決算日は９月30日、ＩＴＳ

事業企画㈱の決算日は３月31日で、連

結財務諸表の作成に当たっては、(有)

ティー・ピー・エフ・ワン・リミテッ

ドについては８月31日に行った仮決算

に基づく財務諸表、台湾パーク二四有

限公司（台湾）については決算日現在

の財務諸表、ＩＴＳ事業企画㈱につい

ては９月30日に行った仮決算に基づく

財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（期末の評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 

 

Ａ．有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 Ｂ．デリバティブ 

時価法 

Ｂ．デリバティブ 

同    左 

 Ｃ．たな卸資産 

(イ）商品 

個別法による原価法 

(ロ）貯蔵品 

終仕入原価法 

Ｃ．たな卸資産 

(イ）商品 

同    左 

(ロ）貯蔵品 

同    左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ．有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物   ６年～５０年 

構築物 １０年～４５年 

Ａ．有形固定資産 

同    左 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

当連結会計年度から平成19年度の法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間で均等償却す

る方法によっております。 

これに伴う損益への影響は軽微であり

ます。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

 Ｂ．無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウエア

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。 

Ｂ．無形固定資産 

同    左 

 

 Ｃ．長期前払費用 

定額法 

Ｃ．長期前払費用 

同    左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

 

 

Ａ．株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

Ａ．株式交付費 

同    左 

 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

Ａ．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。 

Ａ．貸倒引当金 

同    左 

 Ｂ．賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

Ｂ．賞与引当金 

同    左 

 

 Ｃ．役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

Ｃ．役員賞与引当金 

同    左 

 

 Ｄ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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、数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしておりま

す。 

Ｄ．退職給付引当金 

同    左 

 

Ｅ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規定内規に基

づき計算した期末要支給額を計上し

ております。 

Ｅ．役員退職慰労引当金 

同    左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処

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 

 

 (6) 重要なヘッジ会計の処

理方法 

 

Ａ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

Ａ．    ______________ 

 Ｂ．ヘッジの手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利キャップ 

 ヘッジ対象・・・借入金の利息 

Ｂ．    ______________ 

 

 

 

Ｃ．ヘッジ方針 

 子会社の内規に基づき金利変動

リスクをヘッジしております。 

Ｃ．    ______________ 

 

 

 

 

Ｄ．ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時期及びその後も継続し

て金利変動による支払金利の増加リ

スクを完全に減殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジの有効

性の評価は省略しています。 

Ｄ．    ______________ 

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

Ａ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

Ａ．消費税等の会計処理 

同    左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同    左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・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。 

同    左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

(有形固定資産の減価償却の方法の変更) 

 平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以降取

得の有形固定資産については、残存価額を備忘価額の１

円まで償却する償却率を採用しております。 

 なお、この変更による影響額は軽微であります。 

__________ 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年10月31日） 

１．固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計
額 

5,557百万円

  

１．固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計
額 

7,361百万円
 

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。 

 (イ)担保に供している資産 

 建物及び構築物 1,015百万円

 土地 3,093百万円

 計 4,109百万円

  

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。 

 (イ)担保に供している資産 

 建物及び構築物 974百万円

 土地 3,065百万円

 計 4,040百万円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 4,100百万円

計 4,100百万円

  上記以外に投資有価証券20百万円を営業保証供託
金として差し入れております。 

 

 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 4,047百万円

計 4,047百万円

  上記以外に投資有価証券20百万円を営業保証供託
金として差し入れております。 

３．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 672百万円

  

３．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 401百万円
 

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改
正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評
価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める
地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地
の価額を定めるために国税庁長官が定めて公表
した方法により算出した価額に基づいて、奥行
価格補正等合理的な調整を行って算出しており
ます。 

  再評価を行った年月日 平成12年10月31日

  再評価を行った土地の期末 

  における時価と再評価後の 140百万円

  帳簿価額との差額 

 

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改
正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評
価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める
地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地
の価額を定めるために国税庁長官が定めて公表
した方法により算出した価額に基づいて、奥行
価格補正等合理的な調整を行って算出しており
ます。 

  再評価を行った年月日 平成12年10月31日

  再評価を行った土地の期末 

  における時価と再評価後の 292百万円

  帳簿価額との差額 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年10月31日現在）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年10月31日現在）

現金及び預金勘定 7,029百万円

有価証券勘定に含まれる
ＭＭＦ等 

1,015百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△16百万円

現金及び現金同等物 8,028百万円

  

現金及び預金勘定 8,286百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△16百万円

現金及び現金同等物 8,270百万円
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 (リース取引関係) 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

１．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 

  （借主側） 

１．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 

  （借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

（百万円)

減価償却累
計額相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

駐車場設備 15,618 9,862 5,756

機械装置及び
運搬具 

19 12 6

計 15,638 9,875 5,762

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却累
計額相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

駐車場設備 15,755 10,743 5,012

機械装置及び
運搬具 

19 16 3

計 15,775 10,759 5,015

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

1年内 2,662百万円

1年超 6,138百万円

計 8,800百万円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

1年内 2,639百万円

1年超 5,512百万円

計 8,151百万円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,965百万円

減価償却費相当額 3,024百万円

支払利息相当額 257百万円

  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 3,098百万円

減価償却費相当額 2,953百万円

支払利息相当額 240百万円
 

(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10％と
する定率法により計算される各期の減価償却費相
当額に９分の10を乗じた額とする方法によってお
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 

 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 （減損損失について） 

同    左 
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(有価証券関係) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 

前連結会計年度 

（平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年10月31日） 

取得原価

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

(百万円)

差額 

(百万円)

取得原価

（百万円） 

連結貸借対 

照表計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円)

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

(1)株式 59 129 69 12 24 12

(2)債券   

 ①国債・地方債等 2,508 2,508 0 20 20 0

 ②社債 － － － － － －

 ③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 2,567 2,638 70 32 45 12

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

(1)株式 112 109 △3 160 95 △64

(2)債券   

 ①国債・地方債等 10 9 △0 － － －

 ②社債 － － － － － －

 ③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 122 119 △3 160 95 △64

合計  2,690 2,757 66 192 140 △51

 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 前連結会計年度 

（自 平成18年11月１日 

  至 平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年10月31日） 

売却額(百万円) 0 14

売却益の合計額(百万円) － 10

売却損の合計額(百万円) 0 －

 
３．時価評価されていない主な有価証券 

 前連結会計年度 

（平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年10月31日） 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 

 ＭＭＦ等 1,015 －

 非上場有価証券 83 79

 
４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 

 

 

前連結会計年度 

（平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年10月31日） 

１年以内 

(百万円) 

１年超５年
以内 

(百万円)

５年超10年
以内 

(百万円)

10年超 

(百万円)

１年以内

(百万円)

１年超５年
以内 

(百万円) 

５年超10年
以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円)

債券    

 国債・地方債等 2,498 9 10 － － 10 10 －
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成18年11月１日  

  至 平成19年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年11月１日 

  至 平成20年10月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として退職
一時金制度を設けております。なお、提出会社及
び連結子会社の一部は、退職一時金制度の内枠と
して、特定退職金共済制度に加入しております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計
に準拠した数理計算による退職給付債務の対象と
されない割増退職金を支払う場合があります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

    同    左 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

(1)退職給付債務 △298百万円

(2)特定退職金共済制度からの支給
額 

104百万円

(3)未認識数理計算上の差異 41百万円

 退職給付引当金 △152百万円

 

２．退職給付債務及びその内訳 

(1)退職給付債務 △335百万円

(2)特定退職金共済制度からの支給
額 

112百万円

(3)未認識数理計算上の差異 38百万円

 退職給付引当金 △184百万円
 

 

３．退職給付費用の内訳 

(1)勤務費用 39百万円

(2)利息費用 3百万円

(3)数理計算上の差異の費用処理額 11百万円

 退職給付費用 54百万円

 

３．退職給付費用の内訳 

(1)勤務費用 45百万円

(2)利息費用 3百万円

(3)数理計算上の差異の費用処理額 9百万円

 退職給付費用 58百万円

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1)割引率 ２.０％ 

(2)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(3)数理計算上の差異の処理年数 
翌連結会計年
度より５年 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1)割引率 ２.０％ 

(2)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(3)数理計算上の差異の処理年数 
翌連結会計年
度より５年 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成19年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

（流動資産） 

  未払事業税及び事業所税 237

  賞与引当金 212

  その他 86

  小計 536

（固定資産） 

  役員退職慰労引当金 66

  一括償却資産 133

  減価償却費限度超過額 159

  再評価に係る繰延税金資産 431

  その他 113

  小計 904

 繰延税金資産合計 1,441

繰延税金負債 

（流動負債） 

  有価証券評価差額金 0

  小計 0

（固定負債） 

  有価証券評価差額金 27

  小計 27

 繰延税金負債合計 27

繰延税金資産の純額 1,414

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

（流動資産） 

  未払事業税及び事業所税 183

  賞与引当金 244

  その他 47

  小計 475

（固定資産） 

  役員退職慰労引当金 82

  一括償却資産 130

  減価償却費限度超過額 227

  再評価に係る繰延税金資産 431

  その他 156

  小計 1,028

 繰延税金資産合計 1,503

繰延税金負債 

（固定負債） 

  有価証券評価差額金 3

  小計 3

 繰延税金負債合計 3

繰延税金資産の純額 1,500
 

当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 536

固定資産－繰延税金資産 446

固定資産－再評価に係る繰延税金資産 431

 

当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 475

固定資産－繰延税金資産 593

固定資産－再評価に係る繰延税金資産 431
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)              （単位：百万円） 

 駐車場運営事業
管理受託その

他事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に対する売上高 71,919 3,538 75,458 －  75,458 

 (2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ 55 55 （55） － 

計 71,919 3,594 75,514 （55） 75,458 

 営業費用 55,538 2,540 58,078 4,724  62,803 

 営業利益 16,380 1,054 17,435 （4,780） 12,654 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支
出 

 

 資産 49,677 509 50,186 13,761  63,948 

 減価償却費 1,419 45 1,465 312  1,777 

 資本的支出 3,204 51 3,255 1,501  4,756 

     

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)              （単位：百万円） 

 駐車場運営事業
管理受託その他

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 76,944 3,890 80,834 －  80,834 

 (2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － －  － 

計 76,944 3,890 80,834 －  80,834 

 営業費用 63,591 3,260 66,852 5,046  71,898 

 営業利益 13,353 629 13,982 （5,046） 8,936 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支
出 

 

 資産 50,301 511 50,813 12,355  63,168 

 減価償却費 1,649 47 1,697 516  2,213 

 資本的支出 2,132 55 2,188 850  3,038 

 (注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主要な事業の内容 

 (１)駐車場運営事業・・・・・・当社グループが運営する駐車場に係る事業 

 (２)管理受託その他事業・・・・他社駐車場の管理の受託等の事業 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

の金額は4,779百万円及び 5,046百万円であり、その主なものは、提出会社の総務部門等管理部門に係る費用

であります。 
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４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

13,761百万円及び12,355百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．事業区分の変更 

（前連結会計年度） 

従来、事業の種類別セグメントを、「駐車場運営・管理事業」「駐車場装置販売事業」「その他事業」 の３

区分としておりましたが、時間貸駐車場の開発・運営に注力している現状の当社グループの事業構造では「駐

車場運営・管理事業」の事業比率が圧倒的に高まり、当該事業以外の事業の比率はほとんど重要性の無いもの

となっております。また、現状の内部管理につきましても駐車場の種類別管理が重視されており、これらの整

合性を図り当社グループの事業セグメントを適切に表示するため、当連結会計年度より、事業区分を当社グル

ープが運営する「駐車場運営事業」と他社駐車場の管理の受託等を行う「管理受託その他事業」の２区分に変

更しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

１株当たり純資産額 243円94銭 245円29銭

１株当たり当期純利益金額 48円45銭 33円49銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

46円22銭 32円18銭

 

 当社は、平成18年11月１日付けで株
式１株につき２株の株式分割を行って
おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前連結会計年度
における１株当たり情報については、
それぞれ以下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 204円15銭

１株当たり当期純利益
金額 

50円84銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

49円08銭

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

１株当たり当期純利益  

 当期純利益（百万円） 6,840 4,738 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,840 4,738 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 141,206 141,465 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

 普通株式増加数（千株） 6,792 5,767 

  （うち新株予約権）（千株） （1,292） （172）

  （うち新株予約権付社債）（千株） （5,499） （5,595）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ20及び21の規定
によるストックオプション 
（新株予約権） 

（平成18年１月26日定時株主総
会決議） 

目的となる株式の数1,892,800株

行使価格        2,138円

旧商法第280条ノ20及び21の規定
によるストックオプション 
（新株予約権） 

（平成18年１月26日定時株主総
会決議） 

目的となる株式の数1,843,400株

行使価格       2,138円
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

(開示の省略) 

関連当事者との取引、デリバティブ取引、ストックオプション等、企業結合等に関する注記

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略して

おります。 

 

 



 パーク２４株式会社 （4666）平成20年10月期 決算短信 

― 32 ― 

５．個別財務諸表 

(1） 貸借対照表 
（単位：百万円、％） 

 
前事業年度 

(平成19年10月31日) 
当事業年度 

(平成20年10月31日) 
増 減 

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

  1．現金及び預金 5,742 6,999  1,257

  2．受取手形 － 0  0

  3．売掛金 1,104 1,360  256

  4．有価証券 3,513 －  △3,513

  5．たな卸資産 107 112  5

  6．前払費用 3,776 4,120  344

  7．関係会社短期貸付金 200 200  －

  8．未収入金 490 742  252

  9．繰延税金資産 416 361  △54

 10．その他 122 162  40

   貸倒引当金 △8 △6  2

  流動資産合計 15,463 25.2 14,053 24.2 △1,409

Ⅱ 固定資産   

（1）有形固定資産   

  1．建物 7,756 7,576  △179

  2．構築物 1,859 2,056  196

  3．機械及び装置 408 340  △68

  4．車両運搬具 6 4  △1

  5．工具、器具及び備品 2,398 2,270  △127

  6．土地 21,308 19,532  △1,776

  7．建設仮勘定 197 248  50

  有形固定資産合計 33,935 55.2 32,028 55.1 △1,906

（2）無形固定資産   

  1．借地権 250 230  △19

  2．ソフトウェア 623 719  95

  3．その他 77 22  △54

  無形固定資産合計 950 1.5 973 1.7 22

（3）投資その他の資産   

  1．投資有価証券 331 209  △122

  2．関係会社株式 1,138 1,539  401

  3．その他の関係会社有価証券 461 135  △325

  4．出資金 7 7  0

  5．関係会社長期貸付金 840 640  △200

  6．長期前払費用 4,817 4,919  101

  7．敷金及び保証金 2,461 2,432  △28

  8．繰延税金資産 416 542  126

  9．再評価に係る繰延税金資産 431 431  －

 10．その他 188 160  △28

   貸倒引当金 △2 △1  1

  投資その他の資産合計 11,090 18.1 11,016 19.0 △74

  固定資産合計 45,977 74.8 44,018 75.8 △1,958

  資産合計 61,440 100.0 58,071 100.0 △3,368
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（単位：百万円、％） 

 

 
前事業年度 

(平成19年10月31日) 

当事業年度 

(平成20年10月31日) 
増 減 

区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

  1．支払手形 23 22  △0

  2．買掛金 22 31  9

  3．未払金 2,434 2,795  361

  4．未払費用 730 745  15

  5．未払法人税等 2,577 1,632  △944

  6．未払消費税等 241 22  △219

  7．前受金 433 586  152

  8．預り金 340 324  △15

  9．賞与引当金 330 381  51

 10．役員賞与引当金 104 4  △100

 11．設備関係支払手形 1,975 1,453  △521

  流動負債合計 9,211 15.0 7,999 13.8 △1,212

Ⅱ 固定負債   

  1．新株予約権付社債 15,000 15,000  －

  2．長期預り金 2,682 －  △2,682

  3．退職給付引当金 106 127  21

  4．役員退職慰労引当金 140 187  46

  5．その他 418 455  36

  固定負債合計 18,347 29.9 15,769 27.1 △2,577

  負債合計 27,559 44.9 23,769 40.9 △3,789

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

（1）資本金 6,481 10.5 6,500 11.2 19

（2）資本剰余金   

  1．資本準備金 8,235 8,254   

  2．その他資本剰余金 0 －   

  資本剰余金合計 8,235 13.4 8,254 14.2 19

（3）利益剰余金   

  1．利益準備金 82 82   

  2．その他利益剰余金   

   別途積立金 19,592 19,592   

   繰越利益剰余金 9,413 9,830   

  利益剰余金合計 29,088 47.4 29,505 50.8 416

（4）自己株式 △9,342 △15.2 △9,342 △16.1 △0

  株主資本合計 34,462 56.1 34,917 60.1 454

Ⅱ 評価・換算差額等   

  1．その他有価証券評価差額金 39 0.0 5 0.0 △33

  2．土地再評価差額金 △620 △1.0 △620 △1.0 －

  評価・換算差額等合計 △581 △1.0 △615 △1.0 △33

  純資産合計 33,881 55.1 34,302 59.1 421

  負債純資産合計 61,440 100.0 58,071 100.0 △3,368
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(2) 損益計算書 

（単位：百万円、％） 

 

前事業年度 

(自 平成18年11月１日 

至 平成19年10月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年11月１日 

 至 平成20年10月31日) 

増 減 

区 分 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 

Ⅰ 売上高 73,151 100.0 78,189 100.0 5,038

Ⅱ 売上原価 54,280 74.2 60,881 77.9 6,601

   売上総利益 18,871 25.8 17,307 22.1 △1,563

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,913 9.5 8,903 11.4 1,990

   営業利益 11,957 16.3 8,404 10.7 △3,553

Ⅳ 営業外収益   

  1．受取利息及び配当金 109 131   

  2．不動産賃貸収入 57 52   

  3．駐車場違約金収入 35 48   

  4．その他 43 246 0.4 99 332 0.4 86

Ⅴ 営業外費用   

  1．支払利息 － 18   

  2．株式交付費 21 0   

  3．不動産賃貸原価 14 18   

  4．駐車場解約費 409 559   

  5．その他 35 481 0.7 75 673 0.8 191

   経常利益 11,722 16.0 8,063 10.3 △3,659

Ⅵ 特別利益   

  1．投資有価証券売却益 － 10   

  2．固定資産売却益 － － － 5 15 0.0 15

Ⅶ 特別損失   

  1．本社移転損失 142 －   

  2．投資有価証券評価損 1 61   

  3．固定資産除却損 － 19   

  4．減損損失 9 152 0.2 52 132 0.1 △20

   税引前当期純利益 11,569 15.8 7,946 10.2 △3,623

   法人税、住民税及び事業税 4,818 3,335   

   法人税等調整額 △41 4,776 6.5 △48 3,286 4.2 △1,490

   当期純利益 6,792 9.3 4,659 6.0 △2,133
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式  
株主資本

合計 資本準備金
その他資本

剰余金 
利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金
繰越利益 

剰余金 

平成18年10月31日残高 

(百万円) 
6,074 7,829 0 82 15,292 8,676 △9,342 28,613

事業年度中の変動額    

 新株の発行 406 405   812

 剰余金の配当  △1,755  △1,755

 別途積立金の積立  4,300 △4,300  －

 当期純利益  6,792  6,792

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分  △0  0 0

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
406 405 △0 － 4,300 737 △0 5,849

平成19年10月31日残高 

（百万円） 
6,481 8,235 0 82 19,592 9,413 △9,342 34,462

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

平成18年10月31日残高 

(百万円) 
72 △620 28,065

事業年度中の変動額  

 新株の発行  812

 剰余金の配当  △1,755

 当期純利益  6,792

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△33 △33

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△33 － 5,816

平成19年10月31日残高 

（百万円） 
39 △620 33,881
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当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金
その他資本

剰余金 
利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金
繰越利益 

剰余金 

平成19年10月31日残高 

(百万円) 
6,481 8,235 0 82 19,592 9,413 △9,342 34,462

事業年度中の変動額    

 新株の発行 19 19   38

 剰余金の配当  △4,243  △4,243

 当期純利益  4,659  4,659

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分  △0 △0 0 0

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
19 19 △0 － － 416 △0 454

平成20年10月31日残高 

（百万円） 
6,500 8,254 － 82 19,592 9,830 △9,342 34,917

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

平成19年10月31日残高 

(百万円) 
39 △620 33,881

事業年度中の変動額  

 新株の発行  38

 剰余金の配当  △4,243

 当期純利益  4,659

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△33 △33

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△33 － 421

平成20年10月31日残高 

（百万円） 
5 △620 34,302

 

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。
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６．その他 

役員の異動（平成21年1月28日付） 

 
1. 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

2. その他の役員の異動 

(1) 新任取締役候補 

佐々木 賢一 （現）執行役員 経営管理本部長 兼 一級建築士事務所長 

 

(2) 新任監査役候補 

該当事項はありません。 

 

(3) 退任予定取締役 

池上 博明 （現）専務取締役 

 

(4) 退任予定監査役 

該当事項はありません。 

 
以上 

 


