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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 2,639 ― 87 ― 26 ― 229 ―
21年2月期第1四半期 2,788 5.0 50 △76.6 1 △99.1 0 △99.7

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

22年2月期第1四半期 4,211.35 ―
21年2月期第1四半期 17.93 ―

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

22年2月期第1四半期 13,775 2,617 19.0 48,378.05
21年2月期 14,828 2,410 16.3 44,131.87

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  2,614百万円 21年2月期  2,410百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

5,460 △0.7 265 183.2 145 ― 311 ― 5,694.93

通期 10,971 1.0 536 56.0 305 85.6 390 ― 7,141.55
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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  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） 

１．平成21年４月10日発表の連結業績予想は、修正しておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づくものであるため、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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） 22年2月期第1四半期 55,440株 21年2月期  55,440株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,330株 21年2月期  830株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 54,452株 21年2月期第1四半期 55,440株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年の米国発の金融危機以来世界的な景気後退の影響を

受け、企業業績の急激な悪化や個人消費の低迷を招いており、株式市場においては景気回復の兆しが見られるも

のの、先行きは依然不透明な状況となっております。 

当駐車場業界においては、昨年のガソリン価格急騰に伴う稼働率低下はやや持ち直したもののその勢いは弱

く、また期の後半には関西地区での新型インフルエンザの影響もあり、前年の水準に達するには至っておりませ

ん。 

このような環境のもと当社グループは、既存駐車場の収益改善策として新料金システムの採用や月極契約の募

集、看板の設置による利用促進等を講じるとともに、土地賃借料の引き下げ交渉によりコストの低減を図ってま

いりました。さらに、資産利用の効率化及び有利子負債の削減のため、３月に成田市及び柏市の２ヵ所の駐車場

を売却いたしました。なお、この物件については賃借により引き続き営業しております。また、駐車場の開業

は、案件を厳選したこともあり３ヵ所の開業にとどまっております。 

当社グループの駐車場（賃借・自社）は、当第１四半期連結会計期間に３ヵ所、169車室の開業があり、10ヵ

所、497車室の解約による閉鎖があったため、差引７ヵ所、328車室の減少となり、当第１四半期連結会計期間末

の駐車場数は539ヵ所（前期末比1.3％減）、30,797車室（前期末比1.1％減）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、売上高2,639百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益

87百万円（前年同期比74.1％増）、経常利益26百万円（前年同期比1,713.8％増）、四半期純利益229百万円（前

年同期比22,969.1％増）となりました。 

  

（1）財政状態の分析  

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は13,775百万円（前連結会計年度末比1,053百万円減）となり

ました。これは主に自社保有物件（成田市及び柏市の２カ所）に係る有形固定資産の売却964百万円によるもの

であります。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は11,157百万円（前連結会計年度末比1,260百万円減）とな  

りました。これは主に短期借入金の減少1,150百万円及び長期借入金の減少257百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,617百万円（前連結会計年度末比207百万円増）となり

ました。これは主に四半期純利益229百万円の計上によるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の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較し

て77百万円減少して、701百万円となりました。  

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） 

営業活動による資金の減少は、９百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益455百

万円、減価償却費148百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の売却益430百万円、未払金の減少80百

万円、前払費用の増加67百万円等であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は、1,193百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出188百

万円と有形固定資産の売却による収入1,420百万円によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、1,261百万円となりました。これは主に私募債の発行による社債の増加250百

万円と短期借入金の純減少1,150百万円及び長期借入金の純減少257百万円によるものです。  

  

当該四半期における業績は、平成21年４月10日に発表した「平成21年２月期 決算短信」の業績予想に対して概ね

計画通り進捗しており、現時点においての業績予想の変更はありません。   

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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。  

   

・簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

①税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

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．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
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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21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 701,956 779,075

たな卸資産 52,693 52,693

前払費用 748,079 674,062

繰延税金資産 9,006 32,516

その他 48,783 182,239

貸倒引当金 △1,580 △22,080

流動資産合計 1,558,939 1,698,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,905,881 4,278,990

土地 5,610,217 6,290,173

建設仮勘定 457,640 307,802

その他（純額） 563,887 586,727

有形固定資産合計 10,537,626 11,463,694

無形固定資産 120,264 121,399

投資その他の資産   

投資有価証券 180,230 165,206

長期貸付金 29,009 30,170

繰延税金資産 483,222 518,254

敷金及び保証金 766,226 735,776

その他 101,863 101,387

貸倒引当金 △1,800 △5,514

投資その他の資産合計 1,558,752 1,545,280

固定資産合計 12,216,642 13,130,375

資産合計 13,775,582 14,828,882
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,350,000 5,500,000

1年内返済予定の長期借入金 855,184 1,382,344

未払法人税等 73,225 6,783

賞与引当金 29,305 19,325

その他 888,737 971,446

流動負債合計 6,196,453 7,879,900

固定負債   

社債 250,000 －

長期借入金 3,369,685 3,099,626

長期未払金 827,768 904,577

退職給付引当金 41,729 38,466

役員退職慰労引当金 128,052 129,544

その他 344,156 366,726

固定負債合計 4,961,392 4,538,940

負債合計 11,157,845 12,418,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,250 827,250

資本剰余金 1,016,408 1,016,408

利益剰余金 834,113 604,796

自己株式 △63,059 △38,413

株主資本合計 2,614,711 2,410,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,024 －

評価・換算差額等合計 3,024 －

純資産合計 2,617,736 2,410,041

負債純資産合計 13,775,582 14,828,882
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,639,985

売上原価 2,354,523

売上総利益 285,462

販売費及び一般管理費 197,926

営業利益 87,535

営業外収益  

受取利息 259

自動販売機設置収入 4,065

匿名組合投資利益 8,428

その他 2,094

営業外収益合計 14,848

営業外費用  

支払利息 63,864

駐車場解約費 4,067

その他 7,549

営業外費用合計 75,481

経常利益 26,901

特別利益  

固定資産売却益 430,560

その他 300

特別利益合計 430,860

特別損失 1,864

税金等調整前四半期純利益 455,897

法人税等 226,581

四半期純利益 229,316
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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21年３月１日 
 至 平成21年５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 455,897

減価償却費 148,527

減損損失 537

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,214

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,979

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,491

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,263

受取利息及び受取配当金 △259

匿名組合投資損益（△は益） △8,428

支払利息 63,864

駐車場解約費 4,067

有形固定資産売却損益（△は益） △430,560

前払費用の増減額（△は増加） △67,526

未収入金の増減額（△は増加） 4,670

前受金の増減額（△は減少） 3,457

未払金の増減額（△は減少） △80,921

未払費用の増減額（△は減少） △793

預り金の増減額（△は減少） 1,580

未回収利用券の減少額 △70

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,996

その他 2,921

小計 80,506

利息及び配当金の受取額 259

利息の支払額 △83,017

法人税等の支払額 △7,249

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,500

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △188,135

有形固定資産の売却による収入 1,420,000

無形固定資産の取得による支出 △2,130

投資有価証券の取得による支出 △1,495

貸付金の回収による収入 1,161

敷金及び保証金の差入による支出 △32,600

敷金の回収による収入 8,150

長期前払費用の取得による支出 △11,313

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,193,635
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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） △1,150,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,257,101

社債の発行による収入 250,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △79,347

自己株式の取得による支出 △24,646

配当金の支払額 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,261,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,119

現金及び現金同等物の期首残高 779,075

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,956
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

駐車場運営管理事業以外に事業の種類がないため、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21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(1）自己株式の取得 

当第１四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を500株、24,646千円を取得いたし

ました。 

なお、当第１四半期連結会計期間末における自己株式は1,330株、63,059百万円となっております。  

（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〕

〔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
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

   

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 

第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,788,817

Ⅱ 売上原価  2,500,822

売上総利益  287,994

Ⅲ 販売費及び一般管理費  237,701

営業利益  50,293

Ⅳ 営業外収益  19,123

１．受取利息   300

２．自動販売機設置収入  5,760

３．解約金収入  262

４．匿名組合投資利益  10,980

５．その他  1,820

Ⅴ 営業外費用  67,934

１．支払利息  62,487

２．駐車場解約費  3,931

３．その他  1,515

経常利益  1,483

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  1,483

税金費用  489

四半期純利益  994
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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  1,483

減価償却費  218,521

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

 8,867

役員退職慰労金引当金の 
増減額（減少：△）  

 4,431

退職給付引当金の増減額 
（減少）  

 1,138

受取利息及び受取配当金  △300

匿名組合投資利益  △10,980

支払利息  62,487

駐車場解約費  3,931

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

 △619

前払費用の増減額 
（増加：△）  

 △113,467

未収入金の増減額  9,565

未収消費税等の増減額 
（増加：△）  

 52,246

前受金の増減額 
(減少：△） 

 13,455

未払金の増減額 
（減少：△） 

 38,966

未払費用の増減額 
（減少：△）  

 750

預り金の増減額 
（減少：△） 

 3,429

未回収利用券の減少額   △96

未払消費税等の増減額 
（減少：△）  

 23,783

その他  18,937

小計  336,529

利息及び配当金の受取額   300

利息の支払額   △68,338

法人税等の支払額   △5,675

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 262,817
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

有形固定資産の取得による
支出 

 △576,522

有形固定資産の売却による
収入 

 1,470

セールアンドリースバック
による収入 

 122,680

無形固定資産の取得による
支出 

 △4,156

投資有価証券の取得による
支出  

 △1,492

貸付金の回収による収入   1,161

敷金・保証金の預け入れに
よる支出  

 △47,442

敷金・保証金の預け入れに
よる収入 

 55

長期前払費用の取得による
支出  

 △550

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △504,797

Ⅲ 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   △820,000

長期借入金による収入   1,638,000

長期借入金の返済による 
支出  

 △368,011

割賦代金の支払による 
支出  

 △59,094

配当金の支払額   △48,726

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 342,167

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

 100,187

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 770,034

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
四半期末残高 

 870,221
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

駐車場運営管理事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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