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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,797 17.9 63 ― 66 ― 35 ―
21年3月期第2四半期 1,523 ― △0 ― 1 ― 0 ―

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2四半期 490.84 ―
21年3月期第2四半期 0.55 ―

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2四半期 1,295 596 46.0 8,194.34
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2四半期  595百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 187.00 187.00
22年3月期 ― 0.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,591 △3.8 102 196.8 102 218.4 54 234.5 743.34



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  

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 72,670株 21年3月期第2四半期 79,931株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 通期の業績予想は、平成21年11月４日に修正しております。詳細は平成21年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２. 本資料に記載されている業績見通し等、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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



当第２四半期累計期間における我が国経済は、リーマンショック以降の世界経済の減速や為替相場の大

幅な変動等の影響を受け、輸出の低迷や個人消費の低迷等による企業収益の悪化が継続しており、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

 駐車場市場を取り巻く環境においては、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うえ、高速道路料金の割引やエコカー減税等の影響は弱く、大

変厳しい状況が続いております。 

 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、1,797,133千円（前年同四半期比17.9％増）、営業利益は63,091千円

（前年同四半期は△453千円）、経常利益は66,147千円（前年同四半期は1,636千円）、四半期純利益は

35,669千円（前年同四半期は43千円）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67件（前年同四半期比27件増）、運用車室数14,522車室（前年同四半期比5,851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、1,782,909千円（前年同四半期比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、

261,274千円（前年同四半期比54.4％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14,224千円（前年同四半期比68.8％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172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２四半期会計期間末における流動資産の残高は798,044千円（前事業年度末比57,116千円増）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104,948千

円増加した一方、未収入金が28,934千円減少したことによるものであります。 

 固定資産の残高は496,968千円（前事業年度末比18,062千円減）となりました。これは主として駐車場

機械・ＩＴ関連等有形固定資産の取得8,459千円、ソフトウェアの取得1,334千円及び減価償却累計額の増

加17,084千円によるものであります。 

この結果、総資産の残高は1,295,013千円（前事業年度末比39,054千円増）となりました。  

  

流動負債の残高は560,394千円（前事業年度末比42,828千円増）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、預り金が16,688千円増加したこと及び未払法人税37,192千円が増加したことによ

るものであります。 

 固定負債の残高は137,639千円（前事業年度末比27,347千円減）となりました。これは主として長期借

・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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入金14,996千円及び長期リース債務12,799千円の減少によるものであります。 

 この結果、負債の残高は698,034千円（前事業年度末比15,481千円増）となりました。 

  

純資産の残高は、596,978千円（前事業年度末比23,573千円増）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。 

  

平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期予想につきましては、平成21年11月４日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」で業績修正を行っておりますので、そちらをご参照下さい。 

 なお、平成21年10月27日に公表のとおり、連結子会社を設立することにより、当社は平成22年３月期第

４四半期より連結財務諸表非作成会社から連結財務諸表作成会社となる見込みでありますが、連結業績に

与える影響を算定中であり、数値が確定次第、平成22年３月連結業績予想の数値をお知らせいたします。

  

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按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２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 597,951 493,003

売掛金 41,472 41,278

仕掛品 748 895

前払費用 98,537 91,772

その他 59,333 113,978

流動資産合計 798,044 740,927

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 84,241 90,679

リース資産（純額） 131,407 144,906

その他（純額） 30,497 28,954

有形固定資産合計 246,146 264,540

無形固定資産 8,788 8,983

投資その他の資産   

敷金及び保証金 163,479 163,525

保険積立金 72,982 72,982

その他 5,572 4,998

投資その他の資産合計 242,034 241,506

固定資産合計 496,968 515,031

資産合計 1,295,013 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 25,357 24,878

未払金 102,034 115,479

未払法人税等 37,192 －

前受金 118,146 138,310

預り金 190,075 173,387

賞与引当金 18,304 17,188

その他 39,292 18,330

流動負債合計 560,394 517,566

固定負債   

長期借入金 13,370 28,366

リース債務 108,011 120,811

退職給付引当金 10,427 9,227

その他 5,830 6,581

固定負債合計 137,639 164,986

負債合計 698,034 682,553
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

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 364,679 342,601

自己株式 △66,022 △66,022

株主資本合計 595,483 573,405

新株予約権 1,495 －

純資産合計 596,978 573,405

負債純資産合計 1,295,013 1,255,959
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,523,987 1,797,133

売上原価 1,326,053 1,530,086

売上総利益 197,934 267,047

販売費及び一般管理費 198,387 203,955

営業利益又は営業損失（△） △453 63,091

営業外収益   

受取利息 30 31

受取手数料 3,182 5,088

その他 58 1,096

営業外収益合計 3,272 6,215

営業外費用   

支払利息 694 3,142

支払手数料 245 －

保険解約損 242 9

その他 － 8

営業外費用合計 1,182 3,160

経常利益 1,636 66,147

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 1,636 65,635

法人税、住民税及び事業税 475 31,635

法人税等調整額 1,118 △1,669

法人税等合計 1,593 29,966

四半期純利益 43 35,669
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 774,515 901,441

売上原価 665,717 765,030

売上総利益 108,797 136,410

販売費及び一般管理費 98,371 105,030

営業利益 10,426 31,380

営業外収益   

受取利息 29 18

受取手数料 3,172 360

その他 57 949

営業外収益合計 3,259 1,328

営業外費用   

支払利息 405 1,527

支払手数料 245 －

保険解約損 242 8

営業外費用合計 892 1,535

経常利益 12,793 31,173

税引前四半期純利益 12,793 31,173

法人税、住民税及び事業税 237 23,401

法人税等調整額 5,395 △8,246

法人税等合計 5,633 15,155

四半期純利益 7,160 16,018
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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 1,636 65,635

減価償却費 14,267 27,871

保険解約損益（△は益） 242 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,068 1,199

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,603 1,115

受取利息及び受取配当金 △30 △31

支払利息 694 3,142

固定資産除却損 － 512

売上債権の増減額（△は増加） △1,251 △194

たな卸資産の増減額（△は増加） 428 294

前払費用の増減額（△は増加） △3,086 △6,787

未払金の増減額（△は減少） 357 △16,951

預り金の増減額（△は減少） 4,871 16,688

前受金の増減額（△は減少） 10,448 △20,164

その他 △11,137 58,744

小計 20,113 131,085

利息及び配当金の受取額 30 －

利息の支払額 △668 △3,120

法人税等の還付額 － 25,155

法人税等の支払額 △34,005 △1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,529 152,098

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 △14,146 △4,939

無形固定資産の取得による支出 △950 △1,334

敷金及び保証金の差入による支出 △1,184 △54

敷金及び保証金の回収による収入 170 100

保険積立金の積立による支出 △18,245 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,356 △6,227

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 △14,996 △14,996

配当金の支払額 △13,835 △13,605

リース債務の返済による支出 － △12,320

自己株式の取得による支出 △53,910 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,741 △40,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,627 104,948

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 553,225 597,951
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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