
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 Ｍ－ＰＭＯ 上場取引所 東 
コード番号 3251 URL http://www.pmo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 柳瀬 聰
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名） 高田 之 TEL 03-3406-2477
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 895 19.5 31 ― 34 ― 19 ―
21年3月期第1四半期 749 ― △10 ― △11 ― △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3月期第1四半期 270.42 ―
21年3月期第1四半期 △88.78 ―

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3月期第1四半期 1,288 579 45.0 7,973.92
21年3月期 1,255 573 45.7 7,890.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  579百万円 21年3月期  573百万円

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3月期 ― ― ― 187.00 187.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 187.00 187.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間 1,817 19.2 3 ― 2 63.5 1 ― 20.44

通期 3,733 15.7 34 106.7 32 75.0 16 75.1 222.24
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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、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。] 

(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） 

(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 無
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3月期第1四半期 80,160株 21年3月期  80,160株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,490株 21年3月期  7,490株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 72,670株 21年3月期第1四半期 80,160株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績予想、将来に関する記述等は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでいることから、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に対する定性情報」をご覧ください。 
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当第1四半期累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機や世界景気の下振れ懸念が続く中、個

人消費及び輸出、生産活動に一部下げ止まりや持ち直しの兆しがみられるものの、雇用情勢や企業収益に

おいては、引き続き、極めて厳しい状況が続いております。 

 駐車場市場を取り巻く環境においては、景気の先行き不安等から自動車利用を手控える動き、昨年秋以

降収束していたガソリン販売価格の若干の上昇傾向など、全体的な懸念材料は拭いきれていないものの、

対前四半期比では、回復基調を示しました。 

 このような環境の中、当社におきましては、駐車場管理運営事業においては、各駐車場現場の運用、管

理業務に対する組織体制の見直しや再構築を行い、ニーズに応じた営業強化や、運用改善による売上原価

の圧縮に取り組みました。一方、駐車場現場の新規獲得においては、綿密な収益予測等に基づく案件選定

を行うことで、新規獲得による収益悪化リスクを 小限に抑える施策を進めてまいりました。 

 以上の結果、売上高については、895,692千円（前年同四半期19.5％増）、営業利益は31,711千円（前

年同四半期は△10,879千円）、経常利益は34,974千円（前年同四半期は△11,156千円）、四半期純利益は

19,651千円（前年同四半期は△7,116千円）となりました。  

  

駐車場管理運営事業におきましては、駐車場個別の稼働状況については依然楽観はできないものの、稼

働現場60件（前年同四半期21件増）、運用車室数14,430車室（前年同四半期5,969車室増、駐輪場車室含

む）による稼働数の拡大により、売上高については、884,290千円（前年同四半期20.6％増）となりまし

た。一方、売上の底上げとコスト改善施策の実施が効果を表し、売上総利益については、124,367千円

（前年同四半期44.3％増）と大幅に改善いたしました。 

コンサルティング部門におきましては、新規及び従来取引先へ積極的な営業強化を行なったものの、景

気後退等の影響による再開発案件の減少等により、売上高は11,401千円（前年同四半期29.9％減）となり

ました。 

 一方、コンサルティング事業の延長として行う新規駐車場獲得に向けた営業活動におきましては、７現

場893車室を獲得いたしました。また、案件の獲得においては、綿密な収益予想等に基づく案件選定を行

ったことでオープン時の費用負担を大幅に縮小し、利益率の改善に繋がりました。 

  

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は783,271千円（前会計年度末比42,343千円増）とな

りました。これは主として、駐車場の新規獲得に伴う、預り金の増加等により現金及び預金が46,857千

円、未収入金が14,750千円増加したことによるものであります。 

 固定資産の残高は505,128千円（前会計年度末比9,903千円減）となりました。これは主として駐車場の

工具器具備品入替に伴う資産の減少6,324千円及び減価償却累計額の増加3,772千円によるものでありま

す。 

 この結果、総資産の残高は1,288,399千円（前会計年度末比32,440千円増）となりました。  

  

流動負債の残高は558,041千円（前会計年度末比40,474千円増）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、未払金及び預り金が26,850千円増加したこと及び未払消費税12,611千円が増加し

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

（事業部門別の業績）

①駐車場管理運営部門

②コンサルティング部門

2. 財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）
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たことによるものであります。 

 固定負債の残高は150,893千円（前会計年度比14,093千円減）となりました。これは主として長期借入

金7,498千円及び長期リース債務6,131千円の返済によるものであります。 

 この結果、負債の残高は708,934千円（前会計年度末比26,381千円増）となりました。 

  

純資産の残高は、579,464千円（前会計年度末比6,059千円増）となりました。これは主として四半期純

利益の計上によるものであります。 

  

当第１四半期累計期間の売上高においては、ほぼ当初計画通りに推移いたしました。一方、利益面にお

いては、売上の底上げと経費節減施策の効果から当初計画を上回る水準で推移いたしました。 

 しかしながら、引き続き事業環境の推移について不透明感が拭えないことから、第２四半期累計期間及

び通期業績予想について修正は行っておりません。 

  

定率法を採用している資産については、会計年度に係る償却予定額を期間接分する方法によってお

ります。 

  

   該当事項はありません。 

  

（純資産）

3. 業績予想に関する定性的情報

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

 固定資産の減価償却費の算定方法

(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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 539,861 493,003

売掛金 47,603 41,278

仕掛品 552 895

前払費用 90,746 91,772

未収入金 76,233 61,483

未収還付法人税等 8,707 18,134

その他 19,566 34,360

流動資産合計 783,271 740,927

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） ※  87,460 ※  90,679

リース資産（純額） ※  138,156 ※  144,906

その他（純額） ※  28,826 ※  28,954

有形固定資産合計 254,444 264,540

無形固定資産 9,117 8,983

投資その他の資産   

敷金及び保証金 163,525 163,525

保険積立金 72,982 72,982

その他 5,058 4,998

投資その他の資産合計 241,566 241,506

固定資産合計 505,128 515,031

資産合計 1,288,399 1,255,959

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

リース債務 25,115 24,878

未払金 129,909 115,479

未払費用 20,106 18,330

未払消費税等 12,611 －

前受金 147,022 138,310

預り金 185,807 173,387

賞与引当金 7,452 17,188

その他 23 －

流動負債合計 558,041 517,566

固定負債   

長期借入金 20,868 28,366

リース債務 114,443 120,811

退職給付引当金 9,375 9,227
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

その他 6,206 6,581

固定負債合計 150,893 164,986

負債合計 708,934 682,553

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 348,661 342,601

自己株式 △66,022 △66,022

株主資本合計 579,464 573,405

純資産合計 579,464 573,405

負債純資産合計 1,288,399 1,255,959

㈱駐車場綜合研究所　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 6 -



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 749,472 895,692

売上原価 660,335 765,055

売上総利益 89,136 130,636

販売費及び一般管理費 ※  100,016 ※  98,924

営業利益又は営業損失（△） △10,879 31,711

営業外収益   

受取利息 1 12

受取手数料 10 4,727

その他 0 147

営業外収益合計 12 4,887

営業外費用   

支払利息 289 1,615

その他 － 9

営業外費用合計 289 1,624

経常利益又は経常損失（△） △11,156 34,974

特別損失   

固定資産除却損 － 512

特別損失合計 － 512

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △11,156 34,461

法人税、住民税及び事業税 237 8,234

法人税等調整額 △4,277 6,576

法人税等合計 △4,039 14,810

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,116 19,651
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 △11,156 34,461

減価償却費 6,911 13,830

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,158 147

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,761 △9,735

受取利息及び受取配当金 △1 △12

支払利息 289 1,615

固定資産除却損 － 512

売上債権の増減額（△は増加） 1,447 △6,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,464 333

前払費用の増減額（△は増加） △4,213 1,016

未払金の増減額（△は減少） 17,578 14,430

預り金の増減額（△は減少） 5,820 12,420

前受金の増減額（△は減少） 6,937 8,712

その他 △9,127 9,680

小計 5,420 81,087

利息及び配当金の受取額 1 －

利息の支払額 △277 △1,605

法人税等の支払額 △35,100 △1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,955 78,458

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 △12,698 △3,445

無形固定資産の取得による支出 △950 △934

敷金及び保証金の差入による支出 △1,184 －

敷金及び保証金の回収による収入 170 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,663 △4,379

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 △7,498 △7,498

配当金の支払額 △12,458 △13,591

リース債務の返済による支出 － △6,131

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,956 △27,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,575 46,857

現金及び現金同等物の期首残高 684,852 493,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 620,277 539,861
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当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
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) 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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当第１四半期累計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １．駐車場管理運営事業の運営受託における当社の販売先は、不特定多数の駐車場を利用するユーザーであり、

管理受託の販売先は、駐車場のオーナーであります。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．運営受託とは、オーナーより駐車場を借り上げ、駐車場の経営自体を代行するサービスを言います。 

４．管理受託とは、当該駐車場の管理業務を代行するサービスを言います。 

５．当社が保有する駐車場はありません。 

６．駐輪場事業の業績は、駐車場管理運営事業に含めて計上しております。 

７．駐車場管理運営事業を地域別に示すと次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

6. その他の情報

(1) 注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第１四半期会計期間末 

(平成21年６月30日)

前会計年度末 

(平成20年３月31日)

※ 有形固定資産の減価償却累計額  147,961千円 ※ 有形固定資産の減価償却累計額  144,189千円

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日   
至 平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日   
至 平成21年６月30日)

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

     役員報酬           18,368千円 

     給与手当           21,797 〃 

     賞与引当金繰入額        4,419 〃 

     退職給付費用          1,286 〃 

     減価償却費           2,413 〃 

     業務委託費          22,578 〃

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

     役員報酬           23,101千円 

     給与手当           22,985 〃 

     賞与引当金繰入額        3,542 〃 

     退職給付費用           947 〃 

     減価償却費           2,753 〃 

         業務委託費          16,288 〃

(2) 販売実績

事業部門

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

金額 
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比 
（％）

前年同四半期比
（％）

運営受託 675,548 90.1 766,987 85.6 113.5

管理受託 57,652 7.7 117,303 13.1 203.5

駐車場管理運営部門合計 733,201 97.8 884,290 98.7 120.6

コンサルティング部門 16,271 2.2 11,401 1.3 70.1

合計 749,472 100.0 895,692 100.0 119.5

地域
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

車室数(車室) 金額(千円) 構成比(％) 車室数(車室) 金額(千円) 構成比(％)

関東地区 5,184 542,386 74.0 8,420 624,970 70.7

関西地区 2,507 160,769 21.9 5,240 222,873 25.2

その他地区 770 30,044 4.1 770 36,447 4.1

合計 8,461 733,201 100.0 14,430 884,290 100.0

㈱駐車場綜合研究所　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

- 10 -




