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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31日） 

 

(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10月期第1四半期 21,051 ― 2,366 ― 2,227 ― 1,280 ―

20年10月期第1四半期 20,050 10.5 2,652 △22.2 2,544 △23.4 1,552 △20.9

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10月期第1四半期 9.05 8.70
20年10月期第1四半期 10.97 10.53

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10月期第1四半期 65,363 31,674 48.4 223.54
20年10月期 63,168 34,756 54.9 245.29

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  31,627百万円 20年10月期  34,705百万円

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10月期 ― ― ― 30.00 30.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

3.  平成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）

（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 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

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  無  

(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、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。  

(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、その他特記事項 
(1) 上記の各予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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10月期第1四半期  147,947,804株 20年10月期  147,947,804株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  6,460,676株 20年10月期  6,460,616株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  141,487,185株 20年10月期第1四半期  141,442,296株
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【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 

当第１四半期の状況は、外部環境において不動産市況が低迷する中で、時間貸駐車場「タイムズ」

の開発環境は良好であったものの、その一方で、景気後退による生活防衛意識の高まり等から、消費

マインドの低下がみられ、事業環境は総体的に低調な推移となりました。 

そのような環境の中、既存物件の収益改善として、視認性向上やエリアのニーズにあわせた使いや

すい料金設定への変更等、集客力を高めるための施策を講じるとともに、土地賃借料を中心としたコ

ストの見直しを図りました。また、新規開発については、収益への影響を最小限に抑えるため、より

厳格な基準のもとに開発を実施することで、早期に損益分岐点を超える良質な物件開発となりました。 

以上の結果、収益源となるタイムズの総運営台数は、243,577台(前年同期末比+29,239台、13.6％

増)となりましたが、稼働の改善には至っておらず、第１四半期の当社グループの売上高は210億51百

万円（前年同期比5.0％増）、営業利益23億66百万円（同10.8％減）、経常利益22億27百万円（同

12.5％減）、四半期純利益12億80百万円（同17.5％減）となりました。 

なお、当事業年度より第１四半期決算短信を作成しているため、前年同期比較は参考として記載し

ております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

当第１四半期の総資産は、運転資金の充当等を目的として金融機関からの長期借入を実行したこと

で、現金及び預金の増加17億35百万円があったこと等により、653億63百万円（前連結会計年度末比21

億95百万円増）となりました。 

なお、当第１四半期は、８億２百万円の設備投資を行いました。 

負債合計につきましては、長期借入金55億円が増加したこと等により、336億89百万円（同52億77百

万円増）となっております。 

純資産は、四半期純利益による収入12億80百万円があった一方で、配当金の支払い42億44百万円が

あったこと等により、316億74百万円（同30億81百万円減）となりました。 

以上により、自己資本比率は前期末より6.5ポイント減少の48.4％となりました。 
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②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） 

営業活動により得られた資金は、16億55百万円となりました。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四半期純利益が31億67百万円となった一方で、法人税等の支出15億89百万円

があったこと等によるものです。 

（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、11億51百万円となりました。これはタイムズ開設に伴う有形固定

資産の取得および長期前払費用の取得による支出８億２百万円があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動により得られた資金は12億53百万円となりました。これは長期借入金の増加55億円と配当

金の支払い42億46百万円があったこと等によるものです。 

以上により、当第１四半期末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて17億35百万

円増加し、100億５百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

第１四半期については、ほぼ業績予想通り推移しているため、平成20年12月16日発表の業績予想に

修正はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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 平成19年

３月14日）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 

平成19年３月14日）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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

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、棚卸資産の評価基準を主として個別法による原価

法から主として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）に変更しております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 
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③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 

 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

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、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同会計基準及び適用指針を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

また、当該リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。 

なお、当社及び国内連結子会社は、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 
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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：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年１月31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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,021 8,286

受取手形及び売掛金 1,512 1,458

たな卸資産 410 417

その他 5,376 5,654

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 17,314 15,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,221 11,268

土地 22,604 22,601

その他 3,647 3,058

有形固定資産合計 37,473 36,928

無形固定資産 976 1,034

投資その他の資産 9,599 9,395

固定資産合計 48,049 47,358

資産合計 65,363 63,168
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年１月31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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 184 185

未払法人税等 807 1,738

引当金 328 606

その他 6,310 5,962

流動負債合計 7,629 8,492

固定負債   

新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 9,547 4,047

引当金 338 386

その他 1,173 486

固定負債合計 26,059 19,919

負債合計 33,689 28,412

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,500 6,500

資本剰余金 8,254 8,254

利益剰余金 27,275 30,240

自己株式 △9,342 △9,342

株主資本合計 32,688 35,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 5

土地再評価差額金 △620 △620

為替換算調整勘定 △457 △331

評価・換算差額等合計 △1,060 △947

少数株主持分 47 50

純資産合計 31,674 34,756

負債純資産合計 65,363 63,168
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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：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 21,051

売上原価 16,245

売上総利益 4,805

販売費及び一般管理費 2,439

営業利益 2,366

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1

駐車場違約金収入 10

その他 41

営業外収益合計 54

営業外費用  

支払利息 29

持分法による投資損失 23

駐車場解約費 124

その他 15

営業外費用合計 192

経常利益 2,227

税金等調整前四半期純利益 2,227

法人税、住民税及び事業税 725

法人税等調整額 224

法人税等合計 950

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 1,280
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31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 2,227

減価償却費 939

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 29

売上債権の増減額（△は増加） △53

たな卸資産の増減額（△は増加） 6

仕入債務の増減額（△は減少） 2

未収入金の増減額（△は増加） 58

前払費用の増減額（△は増加） 24

未払金の増減額（△は減少） △679

設備関係支払手形の増減額（△は減少） 392

その他 401

小計 3,301

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △58

法人税等の支払額 △1,589

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,655

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

定期預金の払戻による収入 16

有形固定資産の取得による支出 △365

有形固定資産の売却による収入 5

無形固定資産の取得による支出 △11

投資有価証券の取得による支出 △355

長期前払費用の取得による支出 △426

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 5,500

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △4,246

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,735

現金及び現金同等物の期首残高 8,270

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,005
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(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11月１日 至 平成21年１月31日） 

 
駐車場運営事業

(百万円) 

管理受託その他
事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 20,141 909 21,051 － 21,051

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －

計 20,141 909 21,051 － 21,051

営業利益 3,490 164 3,654 (1,288) 2,366

 (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 

 

【所在地別セグメント情報】 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略し

ております。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１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。 

 

(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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「参考資料」 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 

(1)（要約）四半期連結貸借対照表 

                      （単位：百万円） 

 

科 目 

前年同四半期 

（平成20年10月期 

第１四半期末） 

 金 額 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

  現金及び預金 8,691

  受取手形及び売掛金 1,204

  たな卸資産 410

  前払費用 3,825

  繰延税金資産 257

  その他 346

  貸倒引当金 △7

  流動資産合計 14,729

Ⅱ 固定資産 

 １有形固定資産 

   建物及び構築物 11,225

   機械装置及び運搬具 397

   土地 21,806

   建設仮勘定 115

   その他 2,521

  有形固定資産合計 36,067

 ２無形固定資産 

   その他 974

  無形固定資産合計 974

 ３投資その他の資産 

   投資有価証券 887

   長期前払費用 4,937

   敷金及び保証金 2,304

   繰延税金資産 476

   再評価に係る繰延税金資産 431

   その他 210

   貸倒引当金 △1

  投資その他の資産合計 9,246

  固定資産合計 46,288

  資産合計 61,018
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                      （単位：百万円） 

 

科 目 

前年同四半期 

（平成20年10月期 

第１四半期末） 

 金 額 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

  支払手形及び買掛金 101

  短期借入金 3,000

  未払金 1,544

  未払費用 798

  未払法人税等 846

  賞与引当金 278

  役員賞与引当金 32

  設備関係支払手形 1,663

  その他 1,253

  流動負債合計 9,517

Ⅱ 固定負債 

  新株予約権付社債 15,000

  長期借入金 4,047

  退職給付引当金 160

  役員退職慰労引当金 158

  その他 411

  固定負債合計 19,777

  負債合計 29,294

 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

 １資本金 6,487

 ２資本剰余金 8,241

 ３利益剰余金 27,054

 ４自己株式 △9,342

  株主資本合計 32,440

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １その他有価証券評価差額金 15

 ２土地再評価差額金 △620

 ３為替換算調整勘定 △113

  評価・換算差額等合計 △718

Ⅲ 少数株主持分 1

  純資産合計 31,723

  負債純資産合計 61,018
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（2）（要約）四半期連結損益計算書 

                      （単位：百万円） 

 

科 目 

前年同四半期 

（平成20年10月期 

第１四半期） 

 金 額 

 

Ⅰ 売上高 20,050

Ⅱ 売上原価 15,142

  売上総利益 4,907

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,255

  営業利益 2,652

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息及び配当金 4

   駐車場違約金収入 12

   その他 13

  営業外収益合計 30

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 22

   株式交付費 0

   駐車場解約費 96

   持分法による投資損失 9

   その他 8

  営業外費用合計 138

  経常利益 2,544

Ⅵ 特別利益 

   固定資産売却益 24

  特別利益合計 24

  税金等調整前四半期純利益 2,569

  法人税、住民税及び事業税 751

  法人税等調整額 265

  少数株主利益 0

  四半期純利益 1,552
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（3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

 

前年同四半期 

（平成20年10月期 

第１四半期） 

区 分 金 額 

Ⅰ 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 2,569

 減価償却費 896

 退職給付引当金の増加額 7

 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) △3

 受取利息及び受取配当金 △4

 支払利息 22

 固定資産売却益 △24

 売上債権の減少額（△増加額） 94

 たな卸資産の増加額 △38

 仕入債務の減少額 △56

 未収入金の減少額 162

 前払費用の減少額（△増加額） 23

 未払金の増加額（△減少額） △846

 設備支払手形の増加額(△減少額) △311

 その他 △32

    小計 2,456

 利息及び配当金の受取額 2

 利息の支払額 △26

 法人税等の支払額 △2,457

    営業活動によるキャッシュ・フロー △24

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

 定期預金の払戻による収入 16

 有価証券の満期償還による収入 2,500

 有形固定資産の取得による支出 △229

 有形固定資産の売却による収入 64

 無形固定資産の取得による支出 △8

 長期前払費用の取得による支出 △492

 その他 122

    投資活動によるキャッシュ・フロー 1,956

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増加額 3,000

 長期借入金の返済による支出 △52

 株式の発行による収入 11

 自己株式取得による支出 △0

 配当金の支払額 △4,243

    財務活動によるキャッシュ・フロー △1,284

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 647

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 8,028

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 8,675

 

パーク２４株式会社　（4666）平成21年10月期　第1四半期決算短信

- 13 -



 

 

（4）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前年同四半期 (平成20年10月期 第１四半期)                        （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 

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 19,037 1,012 20,050 －  20,050 

 (2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － －  － 

計 19,037 1,012 20,050 －  20,050 

 営業費用 15,450 798 16,248 1,149  17,397 

 営業利益 3,587 214 3,801 （1,149） 2,652 

(注) 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1,149百万円であり、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前年同四半期 (平成20年10月期 第１四半期) 

  本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

 前年同四半期 (平成20年10月期 第１四半期) 

  海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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