
平成21年8月期 第2四半期決算短信 

平成21年4月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ダイヨシトラスト 上場取引所 福 
コード番号 3243 URL http://www.daiyoshi.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大穂 義弘
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 小林 信義 TEL 092-641-6333
四半期報告書提出予定日 平成21年4月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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２四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2四半期 1,808 ― 142 ― 105 ― 30 ―
20年8月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 3,489.47 ―
20年8月期第2四半期 ― ―

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2四半期 7,496 1,641 21.9 187,120.79
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2四半期  1,641百万円 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 ― 0.00 ― 3,500.00 3,500.00
21年8月期 ― 0.00
21年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,142 △5.1 436 △32.7 339 △38.6 193 △39.6 22,026.86

－ 1 －



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、５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、５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．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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 8,771株 20年8月期第2四半期 8,771株

－ 2 －
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

の深刻化や急減な円高等により、輸出産業をはじめとする国内企業は製造の減産を余儀なくされ、企業業績の急速な

悪化が続いており、さらに雇用環境の悪化による個人消費マインドの冷え込み等もあり、景気は極めて厳しい状況に

あります。 

 当社グループが属するパーキング業界におきましては、平成20年９月頃からのガソリン価格の値下がりにより、駐

車場の利用状況は改善傾向にあるとはいえ、経済の急速な景気後退の影響等、環境的には厳しいものがあります。 

 また、不動産業界におきましても、世界的金融不安による信用収縮や景気後退が鮮明となってきており、投資用不

動産及び分譲マンション販売等、不動産市況は急速に冷え込んでおります。 

 そのような状況の中、当社グループは主力のパーキング事業におきまして、安定した経営基盤の構築を図るため、

新規駐車場開設による規模の拡大及び不採算駐車場からの撤退等、効率化の追求を積極的に推し進めてまいりまし

た。 

 不動産賃貸事業は、入居率を引き上げるべく募集広告等に力を注いでまいりました。 

 また、不動産販売事業におきましては、中古マンション等の販売を実施いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は

千円、四半期純利益は 千円となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、たな卸資産評価損 千円及び減損損失 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２四半期連結累計期間の新規駐車場の開設数は物件数で ヵ所、設置台数

で 台となりましたが、事業の効率化を推進すべく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 ヵ所減少したものの、設置台数では大型駐車場の開設も

あり 台増加し、当第２四半期連結会計期間末の物件数は ヵ所、設置台数は 台となりました。 

 その結果、売上高は 千円、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した結果、当第２四半期連結会計期間末は総室数 室に

対し、入居室数は 室となり入居率 ％（前連結会計年度末は ％）となり ％改善いたしました。 

 その結果、売上高は 千円、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、中古マンション等の１棟販売を２棟と中古マンションの戸別販売を４戸実施い

たしました。 

 その結果、売上高は 千円、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、

販売目的で保有しておりました仕掛販売用不動産を保有目的変更のため、有形固定資産に 千円振り替

えたこと等で 千円減少し、また、中古マンションの販売等により販売用不動産が 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、

不動産の保有目的変更等により土地が 千円増加し、その他（有形固定資産）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 

1,808,190 142,523

105,049 30,606

27,750 4,088

30

551

10

285 612 5,634

1,272,473 141,255

224

200 89.3 87.1 2.2

151,405 71,999

384,311 27,098

２．連結財政状態に関する定性的情報 

1,517,267 1,783,921

1,345,785

1,351,356 149,372

1,375,114 5,712,105

1,301,999 46,724

142,152 7,496,027
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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

債の一部で償還期限が１年以内に到来することから１年内償還予定社債が 千円増加する一方で、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 千円減少し、 千円となりました。これは主として、社

債の一部で償還期限が１年以内となったこと等に伴い、社債が 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２四半期連結累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、当第２四半期連結会計期間末には 千円となりました。 

  

 当第２四半期連結累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

おりました中古マンションの販売等によりたな卸資産が 千円減少したほか、減価償却費 千円及び

税金等調整前四半期純利益 千円を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 千円がある一方で、賃貸用不動産のリニューアル工事及び新規開

設駐車場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 千円の支出があり、また、定期預金

千円の預入を行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）  

 財務活動により使用した資金は 千円となりました。 

 これは主に賃貸用不動産のリニューアル工事や駐車場設備の取得資金等の支払として、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 千円増加したことにより一時的に

は資金を獲得いたしましたが、長期借入金の返済により 千円を支出し、また、配当金 千円の支払

を実施したこと等によるものであります。 

  

  

21,623 1,452,213

100,000

106,252

120,436 4,402,577

105,000

142,060 5,854,790

92 1,641,236

30,606 30,698

21.9 21.5

35,004 530,549

127,250

138,508

126,785 65,376

74,318

62,002

82,011

95,523

51,036

30,243

325,000 147,950

465,480 30,698

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年８月期の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。 

   

  

－ 4 －
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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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、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、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は 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、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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 632,521 628,491

売掛金 32,754 33,709

販売用不動産 114,672 264,044

仕掛販売用不動産 830,862 2,182,219

その他 174,322 193,276

貸倒引当金 △1,212 △552

流動資産合計 1,783,921 3,301,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 913,633 866,173

土地 4,187,814 2,885,814

その他（純額） 167,161 120,437

有形固定資産合計 5,268,609 3,872,425

無形固定資産   

のれん 208,193 219,653

その他 1,489 1,489

無形固定資産合計 209,683 221,143

投資その他の資産   

その他 238,736 248,345

貸倒引当金 △4,923 △4,923

投資その他の資産合計 233,812 243,422

固定資産合計 5,712,105 4,336,991

資産合計 7,496,027 7,638,180

負債の部   

流動負債   

短期借入金 469,950 322,000

1年内返済予定の長期借入金 695,573 812,168

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

未払法人税等 32,255 138,508

賞与引当金 9,473 －

その他 134,959 191,160

流動負債合計 1,452,213 1,473,837

固定負債   

社債 10,000 115,000

長期借入金 4,092,891 4,116,776

その他 299,686 291,237

固定負債合計 4,402,577 4,523,014

負債合計 5,854,790 5,996,851
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,129,186 1,129,278

株主資本合計 1,641,236 1,641,328

純資産合計 1,641,236 1,641,328

負債純資産合計 7,496,027 7,638,180
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,808,190

売上原価 1,544,117

売上総利益 264,072

販売費及び一般管理費 121,549

営業利益 142,523

営業外収益  

受取利息 502

自動販売機収入 14,243

その他 6,636

営業外収益合計 21,381

営業外費用  

支払利息 55,751

社債利息 721

その他 2,382

営業外費用合計 58,855

経常利益 105,049

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  

減損損失 4,088

たな卸資産評価損 27,750

その他 4,686

特別損失合計 36,525

税金等調整前四半期純利益 74,318

法人税、住民税及び事業税 28,615

法人税等調整額 15,096

法人税等合計 43,711

四半期純利益 30,606
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 767,534

売上原価 645,989

売上総利益 121,545

販売費及び一般管理費 53,935

営業利益 67,609

営業外収益  

受取利息 258

自動販売機収入 6,383

その他 2,412

営業外収益合計 9,054

営業外費用  

支払利息 27,484

社債利息 360

その他 1,246

営業外費用合計 29,091

経常利益 47,572

特別損失  

減損損失 4,088

その他 170

特別損失合計 4,258

税金等調整前四半期純利益 43,314

法人税、住民税及び事業税 21,949

法人税等調整額 1,014

法人税等合計 22,963

四半期純利益 20,350
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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 74,318

減価償却費 65,376

減損損失 4,088

のれん償却額 11,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 660

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,473

受取利息及び受取配当金 △502

支払利息及び社債利息 56,472

投資有価証券売却損益（△は益） 2,835

固定資産除却損 1,168

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） 954

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,785

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,987

未払金の増減額（△は減少） △24,413

その他 △14,725

小計 321,604

利息及び配当金の受取額 502

利息の支払額 △56,348

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 127,250

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 △51,036

定期預金の払戻による収入 82,011

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 △95,523

有形固定資産の売却による収入 761

その他 1,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,002

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） 147,950

長期借入れによる収入 325,000

長期借入金の返済による支出 △465,480

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 △2,014

配当金の支払額 △30,698

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,004

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 530,549
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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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28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 

３．セグメント別資産の著しい金額の変動 

当第２四半期連結会計期間において、販売目的に保有しておりました土地等の事業目的変更に伴い、事業の

種類別セグメント情報に係るセグメント別の資産の金額が前連結会計年度末と比べ著しく変動しておりま

す。なお、当該振り替えによる影響額は、不動産販売事業の資産が 千円減少しており、パーキン

グ事業の資産が 千円増加しており、その他の事業の資産が 千円増加しております。    

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28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。 

  

  

（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〕 

  
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 
 1,272,473  151,405  384,311  －  1,808,190  －  1,808,190

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －     (－)  －

計  1,272,473  151,405  384,311  －  1,808,190     (－)  1,808,190

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
 141,255  71,999  27,098  △4,707  235,646 (93,123)  142,523

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 ホテルの運営（平成21年９月事業開始予定）他 

1,345,785

1,146,488 199,297

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28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。 
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 該当事項はありません。  

  

  

（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２四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、広

島県、熊本県、大分県の12府県であります。 

３．当第２四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２四半期連結会計期間末（平成21年２月28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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

６．その他の情報 

区分 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年２月28日） 

設置台数 
（台） 

物件数 
（ヵ所） 

福岡県  3,672  345

東京都  1,235  195

その他  727  72

合計  5,634  612

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  5,302 ％ 94.1  5,634 ％ 100.0

物件数（ヵ所）  25 ％ 4.1  587 ％ 95.9  612 ％ 100.0

区分 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28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  177,597     － 

合計  177,597  842,989
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（３）販売実績 

 当第２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

販売実績 
（千円） 

パーキング事業  1,272,473

不動産賃貸事業  151,405

不動産販売事業  384,311

合計  1,808,190

区分 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

販売実績 
（千円） 

構成比 
（％） 

福岡県  690,183  54.2

東京都  393,924  31.0

 その他  188,365  14.8

合計  1,272,473  100.0
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