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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,344 ― 2 ― 4 ― 1 ―
20年3月期第3四半期 2,286 ― 165 ― 148 ― 82 ―

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3四半期 13.87 ―
20年3月期第3四半期 1,113.99 1,076.56

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3四半期 1,096 565 51.6 7,777.75
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3四半期  565百万円 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  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

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3四半期  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3四半期  7,434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3四半期  77,810株 20年3月期第3四半期  74,116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． 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。 
２． 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。  
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当第３四半期累計期間における我が国経済は、前半は原油価格をはじめとした原材料の価格高騰や米国

におけるサブプライムローン問題、後半は米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの破綻に伴う世界

的な景気後退、金融危機などの影響を受け、現状は景気後退局面にあり、企業収益の減少や雇用情勢の急

速な悪化など、極めて厳しい状況となりました。  

 駐車場業界におきましては、ガソリン販売価格の上昇や世界的な景気後退の影響等による自動車利用の

手控えや建設不況に伴う工事関連車両の需要減の影響により、全体的に低調に推移いたしました。  

 このような環境の中、当社におきましては、今後の収益拡大のため、営業人員の増強等による積極的な

営業展開や、新たなソリューションとして警備業の資格を取得し、駐車場オーナーのニーズに幅広く対応

できる組織体制を構築した結果、当第３四半期累計期間において、11件4,170車室の新規契約を受注し、

12月末現在、46件12,406車室が稼動しております。  

 当第３四半期累計期間の業績として、駐車場管理運営事業の売上高については、既存駐車場（オープン

後１年以上経過した駐車場）の売上高が減少したものの、新規駐車場（オープン後１年未満の駐車場）の

寄与により全体の売上高は増加しております。その結果、駐車場管理運営事業の売上は2,292,369千円と

なりました。 

 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・改善を図るとともに、施設利用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、複数の大型案件の検収終了により、売上高52,203千円を

計上しております。  

 以上の結果、当第３四半期累計期間におきましては、売上高は、2,344,573千円、利益面においては、

売上減収や、新規獲得案件のオープン経費の一時的増加により、営業利益2,736千円、経常利益4,417千

円、四半期純利益1,078千円となりました。  

    

  

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は720,031千円（前事業年度比143,361千円減）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、敷金及び保証金の支払等により現金及び預金が206,561千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376,559千円（前事業年度比48,194千円増）となりました。これは主として業

務効率を目的としたＩＴ設備等の取得22,942千円、保険積立金の増加18,245千円、新規駐車場運営開始に

伴う敷金18,182千円、宅地建物取引業の営業開始に伴う保証金10,000千円が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1,096,591千円（前事業年度比95,166千円減）となりました。  

 流動負債の残高は485,148千円（前事業年度比2,123千円増）となりました。これは主として新規駐車場

の運営開始に伴い、未払金が18,287千円、前受金が28,819千円増加したこと、未払法人税等28,280千円、

未払消費税17,861千円が減少したことによるものであります。固定負債の残高は45,798千円（前事業年度

比18,701千円減）となりました。これは主として長期借入金20,828千円の返済によるものであります。  

 この結果、負債の残高は530,946千円（前事業年度比16,577千円減）となりました。  

 純資産の残高は、565,644千円（前事業年度比78,589千円減）となりました。これは主として自己株式

の取得65,640千円、配当金の支払14,028千円によるものであります。  

    

   

平成21年３月期の業績予想につきましては、急速な景気後退による事業環境の変化を鑑み、平成20年11

月５日に業績予想の修正を公表しており、予想通りに推移していることから、業績予想に変更はございま

せん。 

   

【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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 478,290 684,852

売掛金 39,888 29,759

仕掛品 1,465 1,841

前払費用 87,439 77,583

その他 112,947 69,356

流動資産合計 720,031 863,393

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 94,431 105,686

その他（純額） 32,778 19,485

有形固定資産合計 127,210 125,172

無形固定資産 7,628 8,591

投資その他の資産   

敷金及び保証金 164,128 136,115

保険積立金 72,982 54,736

その他 4,610 3,749

投資その他の資産合計 241,721 194,601

固定資産合計 376,559 328,364

資産合計 1,096,591 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 121,452 103,164

未払法人税等 6,819 35,100

前受金 126,665 97,846

預り金 176,054 166,548

賞与引当金 6,937 15,997

その他 17,226 34,375

流動負債合計 485,148 483,024

固定負債   

長期借入金 37,530 58,358

退職給付引当金 8,268 6,141

固定負債合計 45,798 64,499

負債合計 530,946 547,523
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 334,459 347,408

自己株式 △65,640 －

株主資本合計 565,644 644,234

純資産合計 565,644 644,234

負債純資産合計 1,096,591 1,191,758
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,344,573

売上原価 2,053,498

売上総利益 291,074

販売費及び一般管理費 288,337

営業利益 2,736

営業外収益  

受取利息 43

受取手数料 3,187

その他 61

営業外収益合計 3,292

営業外費用  

支払利息 996

支払手数料 373

その他 242

営業外費用合計 1,611

経常利益 4,417

税引前四半期純利益 4,417

法人税、住民税及び事業税 712

法人税等調整額 2,626

法人税等合計 3,338

四半期純利益 1,078
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 820,585

売上原価 727,445

売上総利益 93,140

販売費及び一般管理費 89,949

営業利益 3,190

営業外収益  

受取利息 12

受取手数料 4

その他 2

営業外収益合計 20

営業外費用  

支払利息 301

支払手数料 128

営業外費用合計 429

経常利益 2,780

税引前四半期純利益 2,780

法人税、住民税及び事業税 237

法人税等調整額 1,507

法人税等合計 1,745

四半期純利益 1,035
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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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

自己株式の取得 

当社は、平成20年９月22日及び平成20年11月５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、自己株式取得に係る事項を決議

し、普通株式7,434株を取得しました。この結果、当第３四半期累計期間末において、自己株式は

65,640千円となっております。 

(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
前第３四半期会計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

Ⅰ 売上高 2,286,320

Ⅱ 売上原価 1,869,582

  売上総利益 416,738

Ⅲ 販売費及び一般管理費 251,714

  営業利益 165,023

Ⅳ 営業外収益

     受取利息 115

   受取手数料 3,947

      その他 4

    営業外収益 合計 4,067

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1,491

   上場関連費 7,535

   株式交付費 12,001 

  営業外費用 合計 21,028

  経常利益 148,062

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

    税引前四半期純利益 148,062

  法人税、住民税及び事業税 54,473

  法人税等調整額 11,024

  法人税等 合計 65,497

  四半期純利益 82,564

駐車場綜合研究所（3251）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）

－ 9 －




