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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

（注） １．20年８月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、20年８月期第１四半期については記載しておりません。 
    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式はありますが、希薄化効果を有していないため記載しておりません。  

(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 ％

21年8月期第1四半期 1,040 ― 74 ― 57 ― 10 ―
20年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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8月期第1四半期 1,169.30 ―
20年8月期第1四半期 ― ―

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8月期第1四半期 7,531 1,620 21.5 184,800.63
20年8月期 7,638 1,641 21.5 187,131.32

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  1,620百万円 20年8月期  1,641百万円

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8月期 ― ― ― 3,500.00 3,500.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 3,500.00 3,500.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 1,657 ― 64 ― 11 ― 2 ― 256.84
通期 4,142 △5.1 436 △32.7 339 △38.6 193 △39.6 22,026.86

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４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) 四半期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（四半期連結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、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．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異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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8月期第1四半期  8,771株 20年8月期  8,771株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  8,771株 20年8月期第1四半期  8,771株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格が上昇から下落に転じるなど好転材料が一部みられ

たものの、世界的な金融危機の深刻化や世界経済が一段と減速する中で企業収益は減少し、雇用情勢も悪化して個

人消費が落込むなど、厳しい状況が続いております。 

 当社グループが属するパーキング業界におきましては、前連結会計年度後半よりガソリン価格の高騰で、自動車

の使用控えがみられ駐車場の利用が落込みましたが、平成20年９月頃より店頭ガソリン価格の値下げなどで、駐車

場利用状況の好転の兆しが見えつつあります。 

 不動産業界におきましては、サブプライムローン問題を契機とした金融資本市場の混乱の影響が大きく、市況の

急激な悪化により不動産会社の経営破綻が相次ぐなど、業界の環境は大きく様変わりしており、当面厳しい状況が

続くものと思われます。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは主力のパーキング事業におきまして、新規駐車場の開設による事

業規模の拡大とともに、収益面を重視した運営に心がけてまいりました。 

 不動産賃貸事業では、入居率が低い賃貸物件の空室対策に注力し、入居率の改善に取組んでまいりました。ま

た、不動産販売事業におきましては、現在の不動産市況の動向を勘案しながら、進捗案件を主体に販売等を実施し

てまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は 千円、営業利益 千円、経常利益

千円、四半期純利益 千円となりました。 

 なお、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、たな卸資産評価損 千円を特別損失として計上しております。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（１）パーキング事業 

 パーキング事業におきましては、当第１四半期連結会計期間の新規駐車場開設の物件数が21ヵ所、設置台数が

431台と駐車場の新規開設数も順調に推移いたしました。その一方で、不採算駐車場の撤退も積極的に行ってまい

りました。この結果、前連結会計年度末と比較して、駐車場の物件数では１ヵ所減少したものの、設置台数は319

台増加して、当第１四半期連結会計期間末の物件数は621ヵ所、設置台数は5,668台となり、駐車場運営台数の増加

が売上高の増加に大きく寄与いたしました。 

 また、収益改善策として前連結会計年度に引き続き駐車場毎の収支分析を徹底して行い、料金設定の見直し及び

賃料の引下げ交渉など積極的に取組んでまいりました。 

 その結果、売上高は 千円となり、営業利益は 千円となりました。 

  

（２）不動産賃貸事業  

 不動産賃貸事業におきましては、入居率の改善に注力いたしましたが、結果としては当第１四半期連結会計期間

末の総室数227室に対し、入居室数は190室となり83.7％（前連結会計年度末は87.1％）と若干低下いたしました。

 その結果、売上高は 千円となり、営業利益は 千円となりました。 

  

（３）不動産販売事業 

 不動産販売事業におきましては、当連結会計年度に販売予定の中古不動産２棟などの販売を実施いたしました。

 その結果、売上高は 千円となり、営業利益は 千円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主として、中

古不動産２棟等の販売を実施したことにより販売用不動産が148,789千円減少したこと等によるものでありま

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ 千円増加し、 千円となりました。これは主として、平

成20年９月に賃貸用不動産１物件のリニューアル工事が完了したこと等もあり、建設仮勘定（その他）が

千円減少し、建物が 千円増加したこと等によるものであります。 

 その結果、総資産は前連結会計年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

1,040,655 74,913 57,476

10,256

27,750

635,910 69,085

76,191 35,708

328,553 20,104

２．連結財政状態に関する定性的情報 

161,906 3,139,282

55,498 4,392,489

14,285

63,917

106,408 7,531,771
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（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主として、社

債の償還期限が１年以内に到来することから１年内償還予定社債が 千円増加したことに対して、法人税

等の支払により未払法人税等が 千円が減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ60,462千円減少し、 千円となりました。これは主として駐車

場設備の取得資金や賃貸用不動産のリニューアル工事の支払の調達資金として、金融機関より借入れを実行した

ことにより長期借入金が 千円増加したことに対し、社債の償還期限が１年以内となったことに伴い、社債

が105,000千円減少したこと等によるものであります。 

 その結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。これは主として利

益剰余金が、四半期純利益 千円の計上により増加する一方で、配当金の支払により 千円減少したこ

とによるものであります。 

 その結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ

千円増加し、 千円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動により得られた資金は 千円となりました。 

 これは主に法人税等の支払により資金が 千円減少いたしましたが、当連結会計年度に販売を計画して

おりました中古不動産２棟などの販売を実施したこと等によりたな卸資産が 千円減少し、税金等調整前

四半期純利益を 千円計上したこと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） 

 投資活動により使用した資金は 千円となりました。 

 これは主に定期預金の払戻による収入が 千円ありましたが、賃貸用不動産のリニューアル工事等の設備

投資を実施したことで有形固定資産の取得による支出が 千円あったこと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）  

 財務活動により得られた資金は 千円となりました。 

 これは主に配当金の支払 千円や不動産の販売により当該物件に対応した借入金の返済を行ったこと等も

あり、長期借入金の返済による支出が 千円となったものの、駐車場設備の取得資金や賃貸用不動産のリ

ニューアル工事の支払として、新たに金融機関より 千円の長期借入による資金調達を実行したほか、短

期借入金が 千円増加したこと等によるものであります。 

  

  

 平成21年８月期の第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成20年10月15日に公表いたしました「平成20

年８月期決算短信」における予想を変更しておりません。 

  

25,503 1,448,333

100,000

130,130

4,462,551

37,911

85,966 5,910,885

20,442 1,620,886

10,256 30,698

21.5 21.5

16,448 511,993

13,121

138,508

111,348

31,004

39,336

58,000

79,427

42,663

30,698

369,934

275,000

174,000

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

    

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

   

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期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 

① 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純利益が 千円減少しております。 

  

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

27,750
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 606,439 628,491

売掛金 33,325 33,709

販売用不動産 115,255 264,044

仕掛販売用不動産 2,191,503 2,182,219

その他 193,355 193,276

貸倒引当金 △597 △552

流動資産合計 3,139,282 3,301,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 929,727 866,173

土地 2,885,814 2,885,814

その他（純額） 123,050 120,437

有形固定資産合計 3,938,591 3,872,425

無形固定資産   

のれん 213,923 219,653

その他 1,489 1,489

無形固定資産合計 215,413 221,143

投資その他の資産   

その他 243,459 248,345

貸倒引当金 △4,975 △4,923

投資その他の資産合計 238,483 243,422

固定資産合計 4,392,489 4,336,991

資産合計 7,531,771 7,638,180

負債の部   

流動負債   

短期借入金 496,000 322,000

1年内返済予定の長期借入金 679,322 812,168

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

未払法人税等 8,377 138,508

賞与引当金 4,763 －

その他 149,869 191,160

流動負債合計 1,448,333 1,473,837

固定負債   

社債 10,000 115,000

長期借入金 4,154,688 4,116,776

その他 297,863 291,237

固定負債合計 4,462,551 4,523,014

負債合計 5,910,885 5,996,851
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 261,025 261,025

資本剰余金 251,025 251,025

利益剰余金 1,108,836 1,129,278

株主資本合計 1,620,886 1,641,328

純資産合計 1,620,886 1,641,328

負債純資産合計 7,531,771 7,638,180
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,040,655

売上原価 898,128

売上総利益 142,527

販売費及び一般管理費 67,613

営業利益 74,913

営業外収益  

受取利息 244

自動販売機収入 7,859

その他 4,223

営業外収益合計 12,327

営業外費用  

支払利息 28,266

社債利息 361

その他 1,136

営業外費用合計 29,764

経常利益 57,476

特別利益  

前期損益修正益 5,653

その他 140

特別利益合計 5,794

特別損失  

たな卸資産評価損 27,750

その他 4,516

特別損失合計 32,267

税金等調整前四半期純利益 31,004

法人税、住民税及び事業税 6,666

法人税等調整額 14,081

法人税等合計 20,748

四半期純利益 10,256
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 31,004

減価償却費 31,896

のれん償却額 5,730

貸倒引当金の増減額（△は減少） 96

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,763

受取利息及び受取配当金 △244

支払利息及び社債利息 28,627

投資有価証券売却損益（△は益） 2,835

固定資産除却損 998

固定資産売却損益（△は益） 543

たな卸資産評価損 27,750

前期損益修正損益（△は益） △5,653

売上債権の増減額（△は増加） 383

たな卸資産の増減額（△は増加） 111,348

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,033

未払金の増減額（△は減少） △16,435

その他 △27,797

小計 181,811

利息及び配当金の受取額 244

利息の支払額 △30,425

法人税等の支払額 △138,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,121

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 △19,500

定期預金の払戻による収入 58,000

投資有価証券の売却による収入 335

有形固定資産の取得による支出 △79,427

有形固定資産の売却による収入 761

その他 494

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,336

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 174,000

長期借入れによる収入 275,000

長期借入金の返済による支出 △369,934

社債の償還による支出 △5,000

リース債務の返済による支出 △703

配当金の支払額 △30,698

財務活動によるキャッシュ・フロー 42,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,448

現金及び現金同等物の期首残高 495,544

現金及び現金同等物の四半期末残高 511,993
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な内容 

  

    

  
パーキング 

事業 
（千円） 

不動産賃貸 
事業 

（千円） 

不動産販売 
事業 

（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

（１）外部顧客に対

する売上高 
 635,910  76,191  328,553  －    1,040,655  －  1,040,655

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  － ( )－  －

計  635,910  76,191  328,553  －  1,040,655  ( )－  1,040,655

 営業利益又は 

 営業損失(△)  
 69,085  35,708  20,104  △303  124,595 ( )49,682  74,913

事業区分 主要な内容 

パーキング事業  時間貸駐車場の運営管理 

不動産賃貸事業  テナントビル、マンション等の賃貸及び運営管理 

不動産販売事業 不動産の販売及び媒介 

その他の事業 駐車場機器等の販売他 
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当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

    

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、海外売上高がないため該当事項はありません。    

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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（１）生産実績 

 当社グループはパーキング事業（時間貸駐車場の運営管理）を主たる業務としており、生産能力として記載すべ

き事項はありませんが、売上高と関連性が認められる駐車場の設置台数及び物件数は次のとおりであります。 

 （注）１．駐車場の設置台数及び物件数は当第１四半期連結会計期間末時点で表示しております。 

２．区分の「その他」は、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和

歌山県、広島県、熊本県、大分県の13府県であります。 

３．当第１四半期連結会計期間末のパーキング事業における形態別駐車場の設置台数並びに物件数は次のとおり

であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成20年11月30日） 

  

（２）契約状況 

 不動産販売事業における契約状況は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額は販売価額により表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報 

区分 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年11月30日） 

設置台数 
（台） 

物件数 
（ヵ所） 

福岡県  3,646  343

東京都  1,318  204

その他  704  74

合計  5,668  621

区分 
自社駐車場 賃借駐車場 合計 

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 

設置台数（台）  332 ％ 5.9  5,336 ％ 94.1  5,668 ％ 100.0

物件数（ヵ所）  25 ％ 4.0  596 ％ 96.0  621 ％ 100.0

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

契約高 
（千円） 

契約残高 
（千円） 

新築マンション  －  842,989

中古マンション  121,839  －

合計  121,839  842,989
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（３）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期連結会計期間のパーキング事業における地域別の販売実績は次のとおりであります。 

  

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．区分の「その他」は、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県、広島県、熊本県、大分県の13府県であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

販売実績 
（千円） 

パーキング事業  635,910

不動産賃貸事業  76,191

不動産販売事業  328,553

合計  1,040,655

区分 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

販売実績 
（千円） 

構成比 
（％） 

福岡県  340,721  53.6

東京都  199,809  31.4

 その他  95,379  15.0

合計  635,910  100.0
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