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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7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3四半期 68,138 ― 7,374 ― 6,887 ― 4,072 ―

20年10月期第3四半期 60,239 8.3 6,902 △28.8 6,476 △28.4 3,777 △28.5

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3四半期 28.78 26.99
20年10月期第3四半期 26.70 25.63

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3四半期 86,966 34,632 39.8 244.62
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3四半期  34,614百万円 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  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 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3四半期 147,959,804株 20年10月期  147,947,804株

② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  6,460,756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3四半期 141,488,530株 20年10月期第3四半期 141,457,755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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な景気後退を背景とした、

企業業績の悪化や個人消費の低迷に見舞われ、各国の景気対策等により一部回復の兆しは見えてきた

ものの、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループの「駐車場事業」においては、駐車チケットの販売やエリアニ

ーズにあわせた料金設定等きめ細やかな運用施策、土地賃借料等のコストの見直し等を行い収益力の

向上に努めました。高い利用が見込まれる物件に厳選した開発を推進し、当社の直営駐車場タイムズ

の総運営台数は、256,125台（前年同期末比＋24,389台、10.5％増）となりました。 

また、カーシェアリングなど、新しいクルマの利用方法を提供するため、平成21年３月に株式会社

マツダレンタカー（ＭＲＣ）を子会社化し「レンタカー事業」に参入しました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は681億38百万円（前年同期比

13.1％増）、営業利益73億74百万円（同6.8％増）、経常利益68億87百万円（同6.4％増）、四半期純

利益40億72百万円（同7.8％増）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。 

また、当連結会計年度より事業区分の変更を行っております。詳細は「５ 四半期連結財務諸表

（５）セグメント情報」に記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

当第３四半期連結累計期間末の総資産は、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237億97百万円増加して869億66百万円となりました。レンタカー事業の売掛金等により

流動資産が39億66百万円、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計上等により有形

固定資産が167億88百万円、増加しております。 

負債につきましても、ＭＲＣを連結の範囲に加えたこと等で、短期借入金が98億30百万円、長期借

入金（１年以内返済予定含む）が117億１百万円増加した一方で、新株予約権付社債を買入消却したた

め33億50百万円減少し、結果、負債合計は同239億21百万円増加し、523億33百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上が40億72百万円、配当金の支払い42億44百万円等により、同１億23

百万円減少し、346億32百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は同15.1ポイント減少の39.8％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、72億23百万円となりました。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の計上111億93百万円、法人税等の支出34億15百万

円があったこと等によるものです。 

投資活動により使用したキャッシュ･フローは、64億17百万円となりました。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、タイムズ開設やレンタカー車両の取得に伴う設

備資金の支出41億94百万円があったこと等によるものです。 
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財務活動によるキャッシュ･フローは、６億５百万円の資金の調達となりました。これは配当金の支

払い42億29百万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、長期借入れによる収入75

億円があったこと等によるものです。 

以上により、当第３四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14

億６百万円増加し、96億76百万円となりました。 

 

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５月28日公表）に変更はありませ

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）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「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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 9,692 8,286

受取手形及び売掛金 2,906 1,458

たな卸資産 457 417

その他 6,726 5,654

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 19,776 15,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,365 11,268

機械装置及び運搬具（純額） 10,769 345

土地 23,909 22,601

その他（純額） 7,671 2,713

有形固定資産合計 53,716 36,928

無形固定資産   

のれん 1,473 －

その他 1,246 1,034

無形固定資産合計 2,720 1,034

投資その他の資産 10,753 9,395

固定資産合計 67,189 47,358

資産合計 86,966 63,168
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 885 185

短期借入金 12,194 －

未払法人税等 1,272 1,738

賞与引当金 562 598

引当金 96 8

その他 8,592 5,962

流動負債合計 23,602 8,492

固定負債   

新株予約権付社債 11,650 15,000

長期借入金 13,384 4,047

引当金 391 386

その他 3,304 486

固定負債合計 28,731 19,919

負債合計 52,333 28,412

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,504 6,500

資本剰余金 8,259 8,254

利益剰余金 30,067 30,240

自己株式 △9,342 △9,342

株主資本合計 35,488 35,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57 5

土地再評価差額金 △620 △620

為替換算調整勘定 △310 △331

評価・換算差額等合計 △874 △947

新株予約権 5 －

少数株主持分 12 50

純資産合計 34,632 34,756

負債純資産合計 86,966 63,168
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 68,138

売上原価 51,727

売上総利益 16,410

販売費及び一般管理費 9,036

営業利益 7,374

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 4

駐車場違約金収入 68

未利用チケット収入 58

その他 118

営業外収益合計 251

営業外費用  

支払利息 204

持分法による投資損失 63

駐車場解約費 425

その他 44

営業外費用合計 738

経常利益 6,887

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 7,076

法人税、住民税及び事業税 2,899

法人税等調整額 111

法人税等合計 3,010

少数株主損失（△） △6

四半期純利益 4,072
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 25,789

売上原価 18,809

売上総利益 6,980

販売費及び一般管理費 4,033

営業利益 2,946

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

駐車場違約金収入 6

未利用チケット収入 20

その他 54

営業外収益合計 83

営業外費用  

支払利息 115

持分法による投資損失 28

駐車場解約費 144

その他 23

営業外費用合計 311

経常利益 2,718

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 2,718

法人税、住民税及び事業税 988

法人税等調整額 166

法人税等合計 1,154

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 1,565
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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 7,076

減価償却費 4,117

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 204

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） △135

たな卸資産の増減額（△は増加） 576

仕入債務の増減額（△は減少） △829

未収入金の増減額（△は増加） 452

前払費用の増減額（△は増加） △786

未払金の増減額（△は減少） △1,148

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △258

その他 1,755

小計 10,847

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △213

法人税等の支払額 △3,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,223

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 △2,666

有形固定資産の売却による収入 20

無形固定資産の取得による支出 △74

投資有価証券の売却による収入 33

投資有価証券の取得による支出 △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 △1,453

その他 103

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,417

パーク２４株式会社　（4666）平成21年10月期　第３四半期決算短信

- 10 -



(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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） 1,422

長期借入れによる収入 7,500

長期借入金の返済による支出 △133

リース債務の返済による支出 △797

新株予約権付社債の買入消却による支出 △3,164

株式の発行による収入 8

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △4,229

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 605

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,406

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 9,676
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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 64,524 3,614 68,138 － 68,138 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2 0 2 (2) － 

計 64,526 3,614 68,141 (2) 68,138 

営業利益 11,642 (145) 11,496 (4,122) 7,374 

 (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、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３四半期連結累計期間について、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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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)

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 61,824 2,700 3,614 68,138 － 68,138 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2 － 0 2 (2) － 

計 61,826 2,700 3,614 68,141 (2) 68,138 

営業利益 11,141 500 (145) 11,496 (4,122) 7,374 
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【所在地別セグメント情報】 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）（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３四半期連結累計期間）

 金 額 

 

Ⅰ 売上高 60,239

Ⅱ 売上原価 46,177

  売上総利益 14,061

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,159

  営業利益 6,902

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息及び配当金 9

   駐車場違約金収入 45

   その他 82

  営業外収益合計 138

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 84

   株式交付費 0

   駐車場解約費 400

   持分法による投資損失 45

   その他 33

  営業外費用合計 564

  経常利益 6,476

Ⅵ 特別利益 

   固定資産売却益 24

  特別利益合計 24

Ⅶ 特別損失 

   固定資産除却損 36

  特別損失合計 36

   税金等調整前四半期純利益 6,464

   法人税、住民税及び事業税 2,433

   法人税等調整額 253

   少数株主利益 0

   四半期純利益 3,777
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(2)（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３四半期連結累計期間） 

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 6,464

 減価償却費 2,800

 退職給付引当金の増加額 24

 役員退職慰労引当金の増加額 10

 受取利息及び受取配当金 △9

 支払利息 84

 固定資産売却益 △24

 固定資産除却損 36

 売上債権の増加額 △223

 たな卸資産の増加額 △52

 仕入債務の増加額 60

 未収入金の減少額 39

 前払費用の増加額 △291

 未払金の減少額 △457

 設備関係支払手形の減少額 △329

 その他 △168

    小計 7,963

 利息及び配当金の受取額 8

 利息の支払額 △94

 法人税等の支払額 △4,353

    営業活動によるキャッシュ・フロー 3,523

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 △2,100

 有形固定資産の売却による収入 77

 無形固定資産の取得による支出 △112

 長期前払費用の取得による支出 △1,520

 その他 △19

    投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175

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 2,500

 長期借入金の返済による支出 △52

 株式の発行による収入 38

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △4,229

    財務活動によるキャッシュ・フロー △1,744

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 25

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 629

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四半期末残高 8,657
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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】 

 前年同四半期 (平成20年10月期 第３四半期連結累計期間) 

 
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 57,175 3,064 60,239 －  60,239 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 57,175 3,064 60,239 －  60,239 

 営業費用 46,960 2,558 49,519 3,817  53,337 

 営業利益 10,214 505 10,719 （3,817） 6,902 

(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3,817百万円であり、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３四半期連結累計期間)   

  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】 

 前年同四半期 (平成20年10月期 第３四半期連結累計期間)   

  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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