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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4月30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2四半期 42,349 ― 4,427 ― 4,168 ― 2,506 ―

20年10月期第2四半期 40,143 9.5 4,835 △26.6 4,563 △26.4 2,665 △26.4

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2四半期 17.71 16.28
20年10月期第2四半期 18.84 18.07

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2四半期 86,674 32,990 38.0 233.07
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2四半期  32,976百万円 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  有  
 

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 95,200 17.8 9,900 10.8 9,000 9.0 5,350 12.9 37.81
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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) 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、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2四半期 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2四半期  6,460,696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2四半期 141,487,142株 20年10月期第2四半期 141,450,822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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の波及に伴う需要の急速な収縮に

より、輸出や生産が大幅に落ち込み、企業収益の悪化や個人消費の冷え込みが顕著となるなど、経済

活動の停滞感が一層強まる状況となりました。 

駐車場業界におきましても、ガソリン価格の高騰は一服したものの、景況感の悪化や生活防衛意識

の高まりにより、収益環境の本格的な回復には至りませんでした。 

このような環境の中、当社グループは、厳選した物件開発を行うと共に、既存物件の収益力を高め

るため、エリアニーズにあわせた使いやすい駐車料金への変更、土地賃借料を中心としたコストの見

直し、コールセンターの機能強化等、駐車場の運用に焦点をあてた施策を行ってまいりました。 

以上の結果、収益源となるタイムズの総運営台数は、253,122台（前年同期末比＋29,056台、13.0％

増）となり、第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は423億49百万円（前年同期比5.5％

増）、営業利益44億27百万円（同8.4％減）、経常利益41億68百万円（同8.6％減）、四半期純利益25

億６百万円（同6.0％減）となりました。 

なお、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２四半期連結累計期間末の総資産は、平成21年３月31日に株式を取得した株式会社マツダレン

タカー（ＭＲＣ）を連結の範囲に加えたことを主因として、前連結会計年度末比235億６百万円増加し

て866億74百万円となりました。主な増加としましては、レンタカー車両及びリース会計適用に伴うリ

ース資産の増加等による有形固定資産の増加173億83百万円となっております。 

 

負債合計につきましては、ＭＲＣの連結子会社化の他、長期借入金75億円の増加や新株予約権付社

債が買入消却により33億50百万円減少した結果、536億84百万円（同252億72百万円増）となっており

ます。 

純資産は、四半期純利益による収入25億６百万円があった一方で、配当金の支払い42億44百万円が

あったこと等により、329億90百万円（同17億65百万円減）となりました。 

以上により、自己資本比率は同16.9ポイント減少の38.0％となりました。 

 

(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、46億36百万円となりました。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62億74百万円となった一方で、法人税等の支出16億３百万円

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、41億25百万円となりました。これはＭＲＣをはじめとした関係会

社株式の取得による支出23億80百万円、タイムズ開設や情報化に伴う設備資金の支出18億54百万円が
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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58百万円となりました。これは長期借入金の増加75億円と配当金の

支払い42億10百万円及び新株予約権付社債の買入31億64百万円があったこと等によるものです。 

以上により、当第２四半期累計期間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５

億63百万円増加し、88億33百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月期の業績予想につきましては、前回予想（平成21年３月24日公表）を修正しました。 

詳細につきましては、本日公表の「第２四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

 

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 

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。 

 

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 

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。 

 
 

パーク２４株式会社　（4666）平成21年10月期　第２四半期決算短信

- 4 -



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、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２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,849 8,286

受取手形及び売掛金 2,980 1,458

たな卸資産 458 417

その他 6,428 5,654

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 18,709 15,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,519 11,268

土地 23,893 22,601

その他（純額） 18,898 3,058

有形固定資産合計 54,311 36,928

無形固定資産   

のれん 1,510 －

その他 1,322 1,034

無形固定資産合計 2,833 1,034

投資その他の資産 10,819 9,395

固定資産合計 67,964 47,358

資産合計 86,674 63,168
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,763 185

短期借入金 10,772 －

未払法人税等 2,103 1,738

賞与引当金 926 598

引当金 64 8

その他 8,807 5,962

流動負債合計 24,438 8,492

固定負債   

新株予約権付社債 11,650 15,000

長期借入金 13,517 4,047

引当金 372 386

その他 3,705 486

固定負債合計 29,246 19,919

負債合計 53,684 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 28,501 30,240

自己株式 △9,342 △9,342

株主資本合計 33,914 35,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23 5

土地再評価差額金 △620 △620

為替換算調整勘定 △340 △331

評価・換算差額等合計 △938 △947

少数株主持分 14 50

純資産合計 32,990 34,756

負債純資産合計 86,674 63,168
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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：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 42,349

売上原価 32,918

売上総利益 9,430

販売費及び一般管理費 5,003

営業利益 4,427

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

駐車場違約金収入 61

未利用チケット収入 38

その他 64

営業外収益合計 167

営業外費用  

支払利息 88

持分法による投資損失 35

駐車場解約費 280

その他 20

営業外費用合計 426

経常利益 4,168

特別利益  

投資有価証券売却益 25

新株予約権付社債消却益 185

特別利益合計 211

特別損失  

固定資産除却損 22

特別損失合計 22

税金等調整前四半期純利益 4,357

法人税、住民税及び事業税 1,911

法人税等調整額 △54

法人税等合計 1,856

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 2,506
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 21,297

売上原価 16,673

売上総利益 4,624

販売費及び一般管理費 2,563

営業利益 2,061

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 0

駐車場違約金収入 51

未利用チケット収入 22

その他 39

営業外収益合計 113

営業外費用  

支払利息 59

持分法による投資損失 12

駐車場解約費 156

その他 5

営業外費用合計 233

経常利益 1,941

特別利益  

投資有価証券売却益 25

新株予約権付社債消却益 185

特別利益合計 211

特別損失  

固定資産除却損 22

特別損失合計 22

税金等調整前四半期純利益 2,130

法人税、住民税及び事業税 1,185

法人税等調整額 △279

法人税等合計 905

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 1,225
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４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 4,357

減価償却費 1,916

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 88

固定資産除却損 22

新株予約権付社債消却益 △185

売上債権の増減額（△は増加） △209

たな卸資産の増減額（△は増加） 1

仕入債務の増減額（△は減少） 49

未収入金の増減額（△は増加） 222

前払費用の増減額（△は増加） △131

未払金の増減額（△は減少） △226

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △247

その他 702

小計 6,330

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △93

法人税等の支払額 △1,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,636

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 △945

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △45

投資有価証券の売却による収入 33

関係会社株式の取得による支出 △377

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,003

長期前払費用の取得による支出 △863

その他 64

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,125
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

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 7,500

リース債務の返済による支出 △65

新株予約権付社債の買入消却による支出 △3,164

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △4,210

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 58

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 563

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 8,833
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日） 

 
駐車場事業 

(百万円) 

レンタカー事業

(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 42,349 － 42,349 － 42,349

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －

計 42,349 － 42,349 － 42,349

営業利益 7,151 － 7,151 (2,724) 4,427

 (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) 駐車場事業・・・・・・駐車場の運営・管理に係る事業 

 (2) レンタカー事業・・・・自動車の貸付・売買に係る事業 

３ 事業区分の変更 

 従来、事業の種類別セグメントは、当社グループが運営する駐車場に係る「駐車場運営事業」と他社

駐車場の管理の受託等に係る「管理受託その他事業」の２区分としておりましたが、株式会社マツダレ

ンタカー（ＭＲＣ）を連結の範囲に加え「レンタカー事業」に参入したこと、駐車場に係る「管理受託

その他事業」の比率がほとんど重要性の無いものとなったこと、今後の内部管理につきましても上記２

の事業の区分が重視されること等を勘案し、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

第２四半期連結会計期間より、事業区分を「駐車場事業」と「レンタカー事業」の２区分に変更してお

ります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における「駐車場事業」について、前連結会計年度の事業区分によ

った場合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。 

 

  （参考）当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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 40,520 1,828 42,349 － 42,349

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －

計 40,520 1,828 42,349 － 42,349

営業利益 6,838 312 7,151 (2,724) 4,427
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【所在地別セグメント情報】 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)中間連結損益計算書 

                 （単位：百万円、％） 

 

前中間連結会計期間 

(自平成19年11月１日 

 至平成20年４月30日)

区 分 金 額 百分比 

Ⅰ 売上高 40,143 100.0

Ⅱ 売上原価 30,524 76.0

   売上総利益 9,619 24.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,784 12.0

   営業利益 4,835 12.0

Ⅳ 営業外収益 

  1．受取利息及び配当金 5

  2．駐車場違約金収入 24

  3．その他 45

  営業外収益合計 75 0.2

Ⅴ 営業外費用 

  1．支払利息 59

  2．株式交付費 0

  3．駐車場解約費 256

  4．持分法による投資損失 22

  5．その他 8

  営業外費用合計 347 0.8

   経常利益 4,563 11.4

Ⅵ 特別利益 

  1．固定資産売却益 24

  特別利益合計 24 0.0

Ⅶ 特別損失 

  1．固定資産除却損 17

  特別損失合計 17 0.0

   税金等調整前中間純利益 4,570 11.4

   法人税、住民税及び事業税 1,813 4.5

   法人税等調整額 91 0.3

   少数株主利益 0 0.0

   中間純利益 2,665 6.6
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書  

                              （単位:百万円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年11月１日 

 至 平成20年４月30日）

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 4,570

 減価償却費 1,827

 退職給付引当金の増加額 15

 役員退職慰労引当金の増加額 3

 受取利息及び受取配当金 △5

 支払利息 59

 固定資産売却益 △24

 固定資産除却損 17

 売上債権の増加額 △377

 たな卸資産の増加額 △62

 仕入債務の増加額 226

 未収入金の増加額 △145

 前払費用の増加額 △135

 未払金の減少額 △106

 設備関係支払手形の減少額 △662

 その他 306

    小計 5,505

 利息及び配当金の受取額 3

 利息の支払額 △63

 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 2,988

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 △723

 有形固定資産の売却による収入 73

 無形固定資産の取得による支出 △68

 長期前払費用の取得による支出 △1,054

 その他 △55

    投資活動によるキャッシュ・フロー 671

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 △52

 株式の発行による収入 21

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △4,215

    財務活動によるキャッシュ・フロー △4,247

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,028

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 7,452
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（3）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間 (自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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 38,016 2,126 40,143 －  40,143 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 38,016 2,126 40,143 －  40,143 

 営業費用 30,893 1,824 32,717 2,590  35,308 

 営業利益 7,123 302 7,426 （2,590） 4,835 

(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2,590百万円であり、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】 

 前中間連結会計期間 (自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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】 

 前中間連結会計期間 (自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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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