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1.  21年10月期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期 95,320 17.9 10,584 18.4 9,878 19.6 5,756 21.5
20年10月期 80,834 7.1 8,936 △29.4 8,260 △30.4 4,738 △30.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年10月期 40.68 38.44 16.2 12.8 11.1
20年10月期 33.49 32.18 13.7 13.0 11.1

（参考） 持分法投資損益 21年10月期  △44百万円 20年10月期  △50百万円

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 91,051 36,455 40.0 256.98
20年10月期 63,168 34,756 54.9 245.29

（参考） 自己資本   21年10月期  36,412百万円 20年10月期  34,705百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年10月期 12,901 △7,976 △164 13,010
20年10月期 7,142 △2,574 △4,247 8,270

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年10月期 ― ― ― 30.00 30.00 4,244 89.6 12.3
21年10月期 ― ― ― 30.00 30.00 4,250 73.7 11.9

22年10月期 
（予想）

― ― ― 30.00 30.00 66.6

3.  22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31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）

 

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

54,300 28.2 5,700 28.7 5,300 27.1 3,000 19.7 21.12

通期 112,200 17.7 12,600 19.0 11,500 16.4 6,400 11.2 45.05
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の20ページ及び「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の23
ページをご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 148,156,104株 20年10月期 147,947,804株

② 期末自己株式数 21年10月期  6,460,807株 20年10月期  6,460,616株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年10月期の個別業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期 84,898 8.6 9,944 18.3 9,641 19.6 5,696 22.2
20年10月期 78,189 6.9 8,404 △29.7 8,063 △31.2 4,659 △31.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年10月期 40.26 38.03
20年10月期 32.94 31.65

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 65,641 35,968 54.8 253.65
20年10月期 58,071 34,302 59.1 242.44

（参考） 自己資本 21年10月期  35,940百万円 20年10月期  34,302百万円

2.  22年10月期の個別業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さ
い。 

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

45,500 10.3 5,700 35.5 5,500 33.9 3,300 32.2 23.23

通期 94,300 11.1 12,300 23.7 11,800 22.4 6,900 21.1 48.57
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

【当期の経営成績】                                 （単位：百万円） 

 
売上高 

（前年同期比） 

営業利益 

（前年同期比） 

経常利益 

（前年同期比） 

当期純利益 

（前年同期比） 

1株当たり

当期純利益

21年10月期 95,320 17.9% 10,584 18.4% 9,878 19.6% 5,756 21.5% 40.68円

20年10月期 80,834 7.1% 8,936 △29.4% 8,260 △30.4% 4,738 △30.7% 33.49円

1. 当期業績の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、金融危機に端を発した世界同時不況の波及により、輸出や生産が急激に失

速し、企業業績が大幅に悪化するとともに、個人の所得環境や雇用情勢の悪化も顕著となりました。その後、各国の景

気刺激策により最悪期は脱したと言われるものの、経済活動の停滞感を払拭するまでには至らず、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、当社グループはより強固な収益基盤の確立に向け、厳選した駐車場開発と駐車場の活性化施策

を実施してまいりました。また、平成21年３月、株式会社マツダレンタカー（ＭＲＣ）の株式を取得し、レンタカー事

業を開始しました。この結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は953億20百万円（前連結会計年度比17.9％

増）、営業利益は105億84百万円（同18.4％増）、経常利益は98億78百万円（同19.6％増）、当期純利益は57億56百万円（同

21.5％増）、の増収増益となりました。また１株当たり当期純利益は前連結会計年度比７円19銭増加し40円68銭となりま

した。 

 

当連結会計年度の事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

 

駐車場事業においては、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や駐車サービス

券の販売、土地賃借料を中心としたコストの見直し、コールセンター機能の強化等、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。また、高い利用が見込まれる物件に厳選した開発を推進し、当連結会計年度末におけるタイム

ズの管理運営台数は、前連結会計年度末比9.2％増の261,471台となりました。 

以上の結果、当事業の売上高は870億16百万円（前年連結会計年度比7.6％増）、営業利益は159億48百万円（同14.1％

増）となりました。 

ＭＲＣの子会社化を通じ、カーシェアリングなど移動手段としての「新しいクルマの利用方法」を提供するため、レ

ンタカー事業を開始しました。当事業においては、タイムズを活用したレンタカー店舗の出店、カーシェアリングステ

ーションの拡充、レンタカー保管場所の見直し等を行い、売上高は83億３百万円、営業利益は１億22百万円となりまし

た。 
なお、レンタカー事業の開始に伴い、当連結会計年度から当社グループの事業の種類別セグメントを、「駐車場事業」、

「レンタカー事業」の２事業セグメントに変更しております。 

変更の内容につきましては、４．連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）に記載の通りであります。 

 

 

2. 次期の見通し 

国内景気の先行きは不透明な要素が多く、デフレ傾向が強まるなか企業の設備投資意欲は高まらず、個人消費も生活

防衛的な性向が続くものと予測されます。このような環境のなかで、当社グループは、ドライバーの視点に立った様々

な取り組みを行うことで、グループの事業基盤を一層強化し増収増益を目指します。 

駐車場事業においては、厳選開発を継続しつつ年間開発台数の拡大（前連結会計年度実績比38.4％増、50,000台）、ま

た、きめの細かい運用施策を継続して実施してまいります。 

レンタカー事業においては、タイムズ併設レンタカー店舗の展開、コールセンターの統合等により、店舗運営や車両

保管コストの抑制を図りながら、カーシェアリングステーションの拡充を進め、新たな利便性を提供してまいります。 

 

以上により、平成21年10月期の業績見通しにつきましては、売上高1,122億円、営業利益126億円、経常利益115億円、

当期純利益64億円を計画しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

【連結財政状態】                                  （単位：百万円） 

 21年10月期末 20年10月期末 増減 

総資産 91,051 63,168 27,882

純資産 36,455 34,756 1,698

自己資本比率 40.0% 54.9% △14.9%

1株当たり純資産※ 256.98円 245.29円 11.69円

 

当連結会計年度末における総資産は、ＭＲＣを連結の範囲に加えたことを主因として、前連結会計年度末より278億82

百万円増加して910億51百万円となりました。レンタカー事業の売掛金等により流動資産が81億45百万円、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170億12百万円、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84億71百万円、長期借入金（１年以内返

済予定含む）が143億82百万円増加した一方で、新株予約権付社債を買入消却したため48億50百万円減少し、負債合計は

前連結会計年度末より261億83百万円増加し、545億96百万円となりました。 

純資産は、当期純利益の計上57億56百万円、配当金の支払い42億44百万円等により、前連結会計年度末より16億98百

万円増加し、364億55百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は同14.9ポイント減少の40.0％となりました。 

なお、１株当たり純資産額は、11円69銭増加の256円98銭となりました。 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】                        （単位：百万円） 

 21年10月期末 20年10月期末 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,901 7,142 5,758

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,976 △2,574 △5,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △164 △4,247 4,083

現金及び現金同等物の期末残高 13,010 8,270 4,739

 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、129億１百万円（前連結会計年度比57億58百万円増）となりました。

これは、非資金項目である減価償却費等を加えた税金等調整前当期純利益が169億53百万円となった一方で、法人税等の

支出34億32百万円があったことなどによるものです。 

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、79億76百万円（同54億２百万円増）となりました。これはタイムズ

開設やレンタカー車両の取得に伴う設備資金の支出58億46百万円があったことなどによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億64百万円（同40億83百万円減）の減少となりました。これは主に、長期

借入による収入112億30百万円があった一方、配当金の支払42億33百万円や新株予約権付き社債の買入消却46億49百万円

があったことなどによるものです。 

以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比47億39百万円増加の130億10百万

円となりました。 
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【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成21年10月期 

期 末 

平成20年10月期 

期 末 

平成19年10月期 

期 末 

株主資本比率 41.0％ 56.4％ 54.9％ 

時価ベースの株主資本比率 158.1％ 87.8％ 252.1％ 

債務償還年数 2.9年 2.7年 2.0年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 39.1倍 56.9倍 41.7倍 

（注）株主資本比率 ：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※利払いは、連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、利益成長による企業価値向上を第一義と考え、将来への必要な投資資金としての内部留保

の状況を勘案したうえで、余剰資金について配当を中心に、株主の皆様へ利益還元することを基本方針としております。 

また、更なる業績向上に対する意識や意欲を一層高めることを目的に、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従

業員に対するストックオプション制度を採用しております。 

内部留保につきましては、新たなクルマ社会の創造と企業価値の最大化を目的とした研究開発や設備投資に充当して

まいります。また、そのための一手法として、アライアンスの可能性を追求し、タイムリーに投資していく計画であり

ます。 

なお、この基本方針に基づき、当期中間配当は実施せず、期末配当にて、１株あたり30円、配当性向73.7%を予定して

おります。また、次期につきましても当期と同様に、期末配当（中間配当実施せず）にて、１株あたり30円、配当性向

66.6%とさせていただく予定です。 
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２．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社６社、非連結子会社２社及び関連会社６社で構成されており、

駐車場の運営・管理、自動車の貸付・売買これらに関連した事業を展開しております。 

なお、平成21年３月に株式会社マツダレンタカーを株式取得により子会社化し、同社の子会社２社及び関連会社５社と併せて

レンタカー事業を開始しました。これに伴い、当社グループの事業の種類別セグメントを当連結会計年度から、駐車場事業、レ

ンタカー事業の２事業セグメントに変更しております。変更の内容については、４.「連結財務諸表」注記事項（セグメント情報）

に記載のとおりであります。 

 
当社グループの事業系統図は次の通りであります。 

 

 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の事業領域に係る位置付けは、次のとおりであります。 

駐 車 場 事 業・・・ 当社が、土地所有者から土地を賃借し、設計、駐車機器の設置を行い、時間貸駐
車場「タイムズ」の運営を行っております。 

タイムズサービス株式会社は、主として「タイムズ」開設に係る工事監理、開設
後の集金、保守、清掃業務等を行っております。また、商業施設や病院等の駐車場
管理を請け負っております。 

タイムズコミュニケーション株式会社は、主として「タイムズ」のコールセンタ
ーサービスの提供を行っております。 

有限会社ティー・ピー・エフ・ワン・リミテッドは、流動化資産を保有し、当社
に賃貸しております。 

台湾パーク二四有限公司は、台湾において土地所有者から土地を賃借し、設計、
駐車機器の設置を行い、時間貸駐車場「タイムズ」の運営・管理を行っております。 

ITS事業企画株式会社は、ETC関連サービスの提供をはじめとする駐車場周辺サー
ビスの提供を行っております。 

GS Park24 Co., Ltd.は、韓国において、土地所有者から土地を賃借し、設計、駐
車機器の設置を行い、時間貸駐車場「ＧＳタイムズ」の運営・管理を行っておりま
す。 

レ ン タ カ ー 事 業・・・・ 株式会社マツダレンタカー及びその子会社、関連会社はフランチャイズ事業と併せて

全国でレンタカーサービスを提供しております。またレンタカーサービスの他にカーシ

ェアリングサービスの展開も進めております。 

 

一 般 顧 客 

★連結子会社 

※持分法適用の子会社及び関連会社 

マツダレンタカー 
子会社 2社 ※ 

株式会社マツダ 
レンタカー★ 

レンタカーサービス・ 
カーシェアリング 
サービスの提供 

レンタカー事業 駐車場事業 

駐車場の提供 

マツダレンタカー 
関連会社 5社 ※ 

タイムズサービス 

株式会社★ 

タイムズコミュニケー

ション株式会社★ 

駐車場管理業務 

の提供 

駐車場周辺 

サービスの提供 

ITS事業企画 

株式会社 

★ 

パーク２４株式会社

有限会社ティー･ 

ピー･エフ･ワン･ 

リミテッド★ 

駐車場施設等 

の賃貸 

海外の駐車場 

の提供 

台湾パーク二四 

有限公司★ 

GS Park24 Co., Ltd.
※ 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、 「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安心、安全、快適な、新たなクルマ社会を創造

することを基本方針（企業理念）としております。この方針のもと、当社グループの経営資源を最大限に活用し、駐車

場ネットワークを拡大させると同時に、駐車場を基軸に新しい価値を創造することで、事業領域を拡大・発展させてま

いります。 

これらの活動を通じ、グループ全体の持続的成長を図るとともに、企業の社会的責任を果たすことで、ステークホル

ダーの信頼と期待に応えてまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、持続的な成長を達成するため、高い成長性と収益性の確保を経営課題と認識し、経常利益成長率及

び売上高経常利益率を重視し、その向上に努めています。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成19年11月からの3ヵ年を更なる飛躍のための準備期間と位置づけ、主力事業である駐車場事業を

拡大すると同時に、「新たなクルマ社会」の実現に向け、物件数や顧客基盤等の既存リソースを活用した新たな収益機会

を創出いたします。 

主力事業の駐車場事業においては、地域の特性にあわせた独自のエリア分けをもとにドミナントエリアを拡大してま

いります。さらに、マーケティングを強化しエリアの特性にあわせた運用施策を実施すると同時に、市場環境の変化に

応じ供給台数を適正化することで、収益の最大化を図ります。収益機会創出の１つとして、株式会社マツダレンタカー

の株式取得により参入したレンタカー事業は、シナジー効果を最大限に発揮し、都心部における店舗網の拡大と収益性

の改善を図ります。また、同じ「時間貸し」ビジネスとして、クルマ利用における新しい価値を創造してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

新たなクルマ社会の創造と、持続的成長を図るため、当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。 

①駐車需給バランスの見極め 

マクロ的な景気変動やクルマ社会の変化に加え、街並みの移り変わりに応じて、自動車の集積度合いや動線は日々変

化しています。その変化に応じたエリアごとの駐車場の需給バランスを、的確かつタイムリーに見極めるため、稼働や

入出庫の状況などをTONIC（タイムズ オンライン システム）を活用して定量的に分析すると同時に、徹底したマーケテ

ィングを実施し、定性的に把握してまいります。 

 

②駐車場数の拡大と最適な事業ポートフォリオの構築 

国内の駐車ニーズに対する供給バランスの改善と、当社グループの収益力向上の観点から、駐車場数の拡大に努めて

おります。 

駐車場事業では、展開エリアの需給バランスを見極めた物件開発を行うことで、収益源となる駐車場数の拡大を図り

ます。特に、解約のリスクの低い長期安定的な駐車場運営が可能となる商業施設等に付帯した駐車場運営のTPS（商業店

舗の来客用駐車場のタイムズ化）事業を推進し、収益全体における割合を引き上げることで、安定的な事業基盤となる

最適な事業ポートフォリオを構築してまいります。 

 

③効率的かつ効果的な駐車場運用施策の構築 

駐車場事業ではエリアごとに駐車ニーズが異なるため、多様な運用施策が必要不可欠となっております。 

｢明るい、きれい、使いやすい｣を基本コンセプトに講じた運用施策と、ポイントプログラム｢タイムズクラブ｣や法人

向け売掛決済カード｢タイムズビジネスカード｣等による顧客囲い込みのためのマーケティング施策を推進し、環境変化

への迅速な対応を講じるため、これらの運用・マーケティング施策を体系化してまいります。 

 

④駐車場管理の効率化 

駐車場運営台数の拡大のため、さらなる駐車場管理の効率化を推進しております。 

駐車場管理については、グループ会社のタイムズサービス株式会社において、駐車場開設時の工事施工から、開設後

の集金や駐車機器の保守・メンテナンスおよび清掃業務を行っております。日々の管理業務の中で集積されたノウハウ

のもと、教育プログラムを構築し共有することで効率化を図り、品質向上に努めております。また、駐車場の供給量に
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応じてサポートセンターを設置し、迅速な対応を可能とすることで、駐車場の品質の維持および向上を推進してまいり

ます。 

 

 

⑤新しいレンタカー事業の展開 

生活嗜好の多様化や環境意識の高まりから、都市部を中心にクルマ利用に対する消費者の意識は変化しつつあります。

当社グループは、タイムズを活用したレンタカー店舗の出店やカーシェアリングステーションの拡充などを通じ、駐車

場と融合したレンタカー事業を展開し、多様化する自動車利用ニーズに広く応えることで、新たな収益機会を創出して

まいります。 

 

⑥新たなクルマ社会の創造 

クルマ利用に対する意識変化がみられる一方で、ETC（自動料金支払システム）をはじめとするITS（高度道路交通シ

ステム）の推進や電気自動車の普及による環境対応等、日本のクルマ社会はそれ自体の変化が求められています。この

ような状況のもと、駐車場を通じて、クルマ社会に新たな価値を創出していくことが、当社グループの責務だと認識し

ております。 

そのために、全国に広がる当社駐車場をはじめとして、「タイムズクラブ」や「タイムズビジネスカード」の顧客基盤

など、当社グループが有する既存リソースの活用や、企業アライアンスを一手法として、自動車利用における利便性の

追求を図ってまいります。 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,286 13,026

受取手形及び売掛金 1,458 3,106

有価証券 － 10

たな卸資産 417 442

前払費用 4,227 5,557

繰延税金資産 475 822

その他 951 1,000

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 15,810 23,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,977 16,119

減価償却累計額 △3,709 △4,939

建物及び構築物（純額） 11,268 11,179

機械装置及び運搬具 429 21,151

減価償却累計額 △84 △9,713

機械装置及び運搬具（純額） 345 11,437

工具、器具及び備品 6,029 7,031

減価償却累計額 △3,567 △4,512

工具、器具及び備品（純額） 2,462 2,519

土地 22,601 23,909

リース資産 － 6,390

減価償却累計額 － △1,669

リース資産（純額） － 4,721

建設仮勘定 251 172

有形固定資産合計 36,928 53,940

無形固定資産   

のれん － 1,435

その他 1,034 1,157

無形固定資産合計 1,034 2,593

投資その他の資産   

投資有価証券 621 1,305

長期前払費用 5,001 4,809

敷金及び保証金 2,510 2,940

繰延税金資産 593 628

再評価に係る繰延税金資産 431 431

その他 238 460

貸倒引当金 △1 △14

投資その他の資産合計 9,395 10,562

固定資産合計 47,358 67,096

資産合計 63,168 91,051
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 185 857

短期借入金 － 8,471

1年内返済予定の長期借入金 － 3,100

リース債務 － 2,303

未払金 2,523 2,914

未払費用 908 1,557

未払法人税等 1,738 2,933

賞与引当金 598 886

役員賞与引当金 8 50

設備関係支払手形 1,453 903

その他 1,076 1,298

流動負債合計 8,492 25,276

固定負債   

新株予約権付社債 15,000 10,150

長期借入金 4,047 15,329

リース債務 － 2,846

退職給付引当金 184 225

役員退職慰労引当金 201 184

その他 486 582

固定負債合計 19,919 29,319

負債合計 28,412 54,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,500 6,571

資本剰余金 8,254 8,325

利益剰余金 30,240 31,751

自己株式 △9,342 △9,343

株主資本合計 35,652 37,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 50

土地再評価差額金 △620 △620

為替換算調整勘定 △331 △322

評価・換算差額等合計 △947 △892

新株予約権 － 28

少数株主持分 50 14

純資産合計 34,756 36,455

負債純資産合計 63,168 91,051
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 80,834 95,320

売上原価 62,302 71,197

売上総利益 18,532 24,122

販売費及び一般管理費 9,596 13,538

営業利益 8,936 10,584

営業外収益   

受取利息 4 1

受取配当金 5 4

駐車場違約金収入 48 72

未利用チケット収入 58 82

その他 39 159

営業外収益合計 158 321

営業外費用   

支払利息 119 326

株式交付費 0 －

持分法による投資損失 50 44

駐車場解約費 559 589

その他 104 66

営業外費用合計 834 1,026

経常利益 8,260 9,878

特別利益   

固定資産売却益 24 －

投資有価証券売却益 10 25

新株予約権付社債消却益 － 200

特別利益合計 34 226

特別損失   

固定資産除却損 33 27

投資有価証券評価損 61 19

減損損失 52 92

特別損失合計 146 140

税金等調整前当期純利益 8,148 9,964

法人税、住民税及び事業税 3,472 4,492

法人税等調整額 △62 △279

法人税等合計 3,410 4,212

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △4

当期純利益 4,738 5,756
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,481 6,500

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 19 70

当期変動額合計 19 70

当期末残高 6,500 6,571

資本剰余金   

前期末残高 8,235 8,254

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 19 70

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 19 70

当期末残高 8,254 8,325

利益剰余金   

前期末残高 29,745 30,240

当期変動額   

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,738 5,756

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 494 1,511

当期末残高 30,240 31,751

自己株式   

前期末残高 △9,342 △9,342

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △9,342 △9,343

株主資本合計   

前期末残高 35,119 35,652

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38 141

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,738 5,756

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 533 1,652

当期末残高 35,652 37,305
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 39 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 45

当期変動額合計 △33 45

当期末残高 5 50

土地再評価差額金   

前期末残高 △620 △620

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △620 △620

為替換算調整勘定   

前期末残高 △35 △331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296 9

当期変動額合計 △296 9

当期末残高 △331 △322

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △617 △947

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △329 54

当期変動額合計 △329 54

当期末残高 △947 △892

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 28

当期変動額合計 － 28

当期末残高 － 28

少数株主持分   

前期末残高 1 50

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49 △36

当期変動額合計 49 △36

当期末残高 50 14
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

純資産合計   

前期末残高 34,503 34,756

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38 141

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,738 5,756

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △280 46

当期変動額合計 252 1,698

当期末残高 34,756 36,455
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 8,148 9,964

減価償却費 3,876 6,988

減損損失 52 92

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 39 △31

受取利息及び受取配当金 △10 △5

支払利息 119 326

固定資産売却損益（△は益） △24 －

固定資産除却損 33 27

新株予約権付社債消却益 － △200

売上債権の増減額（△は増加） △148 △335

たな卸資産の増減額（△は増加） △44 333

仕入債務の増減額（△は減少） 23 △856

未収入金の増減額（△は増加） △256 38

前払費用の増減額（△は増加） △380 △671

未払金の増減額（△は減少） 304 △710

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △521 △549

その他 380 2,186

小計 11,623 16,639

利息及び配当金の受取額 8 24

利息の支払額 △125 △330

法人税等の支払額 △4,363 △3,432

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,142 12,901

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 △16

定期預金の払戻による収入 16 16

有価証券の償還による収入 2,500 －

有形固定資産の取得による支出 △2,775 △3,958

有形固定資産の売却による収入 86 99

無形固定資産の取得による支出 △262 △105

投資有価証券の取得による支出 △47 △377

投資有価証券の売却による収入 － 33

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 △2,060 △1,782

その他 △14 117

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,574 △7,976
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10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） － 63

長期借入れによる収入 － 11,230

長期借入金の返済による支出 △52 △1,182

リース債務の返済による支出 － △1,532

新株予約権付社債の買入消却による支出 － △4,649

株式の発行による収入 37 140

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △4,233 △4,233

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,247 △164

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288 4,739

現金及び現金同等物の期首残高 8,028 8,270

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △47 －

現金及び現金同等物の期末残高 8,270 13,010
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

項目 (自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ５社 

 タイムズサービス㈱ 

 タイムズコミュニケーション㈱ 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド 

 台湾パーク二四有限公司（台湾） 

 ＩＴＳ事業企画㈱ 

  

新規設立による増加 １社   

 台湾パーク二四有限公司（台湾） 

株式買取による増加 １社   

 ＩＴＳ事業企画㈱ 

解散による連結除外 １社 

 (有)ティー・ピー・エフ・ツー・リ

ミテッド 

なお、ドライバーズネット㈱は平成19

年11月１日、タイムズコミュニケーシ

ョン㈱に商号変更いたしました。 

連結子会社の数 ６社 

 タイムズサービス㈱ 

 タイムズコミュニケーション㈱ 

 (有)ティー・ピー・エフ・ワン・リ

ミテッド 

 台湾パーク二四有限公司（台湾） 

 ＩＴＳ事業企画㈱ 

 ㈱マツダレンタカー 

 

株式買取による増加 １社   

 ㈱マツダレンタカー 

 

非連結子会社の数 ２社 

 ㈱マツダレンタカー福岡 

 ㈱マツダレンタカー大分 

 

株式買取に伴う増加 ２社 

 ㈱マツダレンタカー福岡 

 ㈱マツダレンタカー大分 

なお、非連結子会社２社の合計の総資

産、売上高、当期損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)は

いずれも少額であり、連結財務諸表に

及ぼす影響は軽微であります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用関連会社の数 １社 

 GS Park24 Co.,Ltd.(韓国)  

 GS Park24 Co.,Ltd.(韓国)の決算日

は連結決算日と異なるため、連結決算

日に実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

持分法適用非連結子会社の数 ２社 

 ㈱マツダレンタカー福岡 

 ㈱マツダレンタカー大分 

 

持分法適用関連会社の数 ６社 

 GS Park24 Co.,Ltd.(韓国) 

 ㈱マツダレンタカー埼玉 

 ㈱マツダレンタカー甲信 

 ㈱マツダレンタカー秋田 

 ㈱マツダレンタカー富山 

 ㈱マツダレンタカー愛媛 

 

株式買取に伴う増加 ５社 

 ㈱マツダレンタカー埼玉 

 ㈱マツダレンタカー甲信 

 ㈱マツダレンタカー秋田 

 ㈱マツダレンタカー富山 

 ㈱マツダレンタカー愛媛 

持分法の適用会社のうち、GS Park24 

Co.,Ltd.(韓国)については、連結決算
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前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

項目 

日に実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。その他の持分法

の適用会社は９月30日に行った仮決算

に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 

 

 ㈲ティー・ピー・エフ・ワン・リミ

テッド、台湾パーク二四有限公司（台

湾）及びＩＴＳ事業企画㈱を除く連結

子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。㈲ティー・ピー・エ

フ・ワン・リミテッドの決算日は２月

末日、台湾パーク二四有限公司（台

湾）の決算日は９月30日、ＩＴＳ事業

企画㈱の決算日は３月31日で、連結財

務諸表の作成に当たっては、㈲ティ

ー・ピー・エフ・ワン・リミテッドに

ついては８月31日に行った仮決算に基

づく財務諸表、台湾パーク二四有限公

司（台湾）については決算日現在の財

務諸表、ＩＴＳ事業企画㈱については

９月30日に行った仮決算に基づく財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要

な調整を行っております。 

 ㈲ティー・ピー・エフ・ワン・リミ

テッド、台湾パーク二四有限公司（台

湾）及び㈱マツダレンタカーを除く連

結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。㈲ティー・ピー・エ

フ・ワン・リミテッドの決算日は２月

末日、台湾パーク二四有限公司（台

湾）の決算日は９月30日、㈱マツダレ

ンタカーの決算日は３月31日で、連結

財務諸表の作成に当たっては、㈲ティ

ー・ピー・エフ・ワン・リミテッドに

ついては８月31日に行った仮決算に基

づく財務諸表、台湾パーク二四有限公

司（台湾）については決算日現在の財

務諸表、㈱マツダレンタカーについて

は９月30日に行った仮決算に基づく財

務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。 

 ＩＴＳ事業企画㈱は、当連結会計年

度より決算期を３月31日から10月31日

に変更しております。この決算期変更

により当連結会計年度は、平成20年10

月１日から平成21年10月31日までの13

ヶ月決算となっております。 

 なお、この決算期変更による当連結

損益計算書への影響は軽微でありま

す。 

４．会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（期末の評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 

 

Ａ．有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同    左 
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前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

項目 

 Ｂ．たな卸資産 

(イ）商品 

個別法による原価法 

(ロ）貯蔵品 

終仕入原価法 

Ｂ．たな卸資産 

(イ）商品 

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） 

(ロ）貯蔵品 

終仕入原価法（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） 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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）を適用
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。 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ．有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物   ６年～５０年 

構築物 １０年～４５年 

（追加情報） 

 当連結会計年度から平成19年度の法

人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間で均等償

却する方法によっております。 

 これに伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

Ａ．有形固定資産 

(イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物   ６年～５０年 

構築物 １０年～４５年 

(ロ）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

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定額法 

（会計方針の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・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、当連結会計年度より「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）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。 
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前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

項目 

 なお、リース取引開始日が平成20年

10月31日以前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を行っております。この変

更に伴う損益への影響は軽微でありま

す。 

 また、セグメント情報に与える影響

は「事業の種類別セグメント情報」に

記載しております。 

 Ｂ．無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

Ｂ．無形固定資産 

同    左 

 

 Ｃ．長期前払費用 

主に定額法 

Ｃ．長期前払費用 

同    左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

 

 

Ａ．株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

Ａ．    ______________ 

 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

Ａ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

Ａ．貸倒引当金 

同    左 

 Ｂ．賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

Ｂ．賞与引当金 

同    左 

 

 Ｃ．役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

Ｃ．役員賞与引当金 

同    左 
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(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

項目 

前連結会計年度 

Ｄ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

 なお、数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしておりま

す。 

Ｄ．退職給付引当金 

同    左 

 

 

Ｅ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規定等内規に

基づき計算した期末要支給額を計上

しております。 

Ｅ．役員退職慰労引当金 

同    左 

 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

 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

会計処理によっております。 

     ______________ 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

Ａ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

Ａ．消費税等の会計処理 

同    左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同    左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同    左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

______________ 

 

（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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

（連結損益計算書） 

______________ 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「株式交付

費」（当連結会計年度０百万円）は、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 
 
追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

______________ （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 平成21年６月18日付け取締役会決議に係るストック
オプションを付与したことに伴い、当連結会計年度よ
り、「ストック・オプション等に関する会計基準（企
業会計基準第８号 平成17年12月27日）」および「ス
トック・オプション等に関する会計基準の適用指針
（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日改
正）」を適用しております。 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難
であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用
しております。 

______________ （のれんの償却） 

 当連結会計年度より連結の範囲の変更を伴う子会社
株式取得のため、のれんを計上しております。 

 のれんは、その効果の及ぶ期間にわたって均等に償
却しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年10月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年10月31日） 

１．固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計
額 

7,361百万円

  

１．固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計
額 

20,835百万円

 

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。 

 (イ)担保に供している資産 

 建物及び構築物 974百万円

 土地 3,065百万円

 計 4,040百万円

  

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。 

 (イ)担保に供している資産 

 建物及び構築物 940百万円

 土地 3,065百万円

 計 4,005百万円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 4,047百万円

計 4,047百万円

  上記以外に投資有価証券20百万円を営業保証供託
金として差し入れております。 

 

 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 4,047百万円

計 4,047百万円

  上記以外に投資有価証券10百万円を営業保証供託
金として差し入れております。 

３．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 401百万円

  

３．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,026百万円
 

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改
正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評
価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める
地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地
の価額を定めるために国税庁長官が定めて公表
した方法により算出した価額に基づいて、奥行
価格補正等合理的な調整を行って算出しており
ます。 

  再評価を行った年月日 平成12年10月31日

  再評価を行った土地の期末 

  における時価と再評価後の 292百万円

  帳簿価額との差額 

 

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改
正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評
価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める
地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地
の価額を定めるために国税庁長官が定めて公表
した方法により算出した価額に基づいて、奥行
価格補正等合理的な調整を行って算出しており
ます。 

  再評価を行った年月日 平成12年10月31日

  再評価を行った土地の期末 

  における時価と再評価後の 174百万円

  帳簿価額との差額 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日) 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年10月31日現在）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年10月31日現在）

現金及び預金勘定 8,286百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△16百万円

現金及び現金同等物 8,270百万円

  

現金及び預金勘定 13,026百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△16百万円

現金及び現金同等物 13,010百万円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

(自 平成19年11月１日 

 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

１．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 

 

１．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 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累 

計額相当額 

(百万円) 

期末残高 

相当額 

(百万円) 

駐車場設備 15,755 10,743 5,012

機械装置及び

運搬具 
19 16 3

計 15,775 10,759 5,015

  

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

期末残高 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却累 

計額相当額 

(百万円) 

相当額 

(百万円) 

駐車場設備 13,237 10,422 2,815

機械装置及び

運搬具 
16 15 0

計 13,253 10,437 2,816

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

1年内 2,639百万円

1年超 5,512百万円

計 8,151百万円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

1年内 2,215百万円

1年超 3,342百万円

計 5,558百万円

  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 3,098百万円

減価償却費相当額 2,953百万円

支払利息相当額 240百万円

  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,874百万円

減価償却費相当額 2,268百万円

支払利息相当額 169百万円

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を10％と
する定率法により計算される各期の減価償却費相
当額に９分の10を乗じた額とする方法によってお
ります。 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と
の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては、利息法によっております。 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

同    左 

 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

 （減損損失について） 

同    左 

 

 

────────── 

２．ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、駐車場事業における機器等の器具 

備品であります。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「4. 会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

（流動資産） 

  未払事業税及び事業所税 183

  賞与引当金 244

  その他 47

  小計 475

（固定資産） 

  役員退職慰労引当金 82

  一括償却資産 130

  減価償却限度超過額 227

  再評価に係る繰延税金資産 431

  その他 156

  小計 1,028

 繰延税金資産合計 1,503

繰延税金負債 

（固定負債） 

  有価証券評価差額金 3

  小計 3

 繰延税金負債合計 3

繰延税金資産の純額 1,500

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

繰延税金資産 

（流動資産） 

  未払事業税及び事業所税 275

  賞与引当金 362

  その他 183

  小計 822

（固定資産） 

  役員退職慰労引当金 75

  一括償却資産 117

  減価償却限度超過額 293

  再評価に係る繰延税金資産 431

  その他 197

  小計 1,115

 繰延税金資産合計 1,937

繰延税金負債 

（固定負債） 

  有価証券評価差額金 35

  その他 43

  小計 78

 繰延税金負債合計 78

繰延税金資産の純額 1,859
 

当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 822

固定資産－繰延税金資産 628

固定資産－再評価に係る繰延税金資産 431

固定負債－繰延税金負債 23
 

（百万円）

流動資産－繰延税金資産 475

固定資産－繰延税金資産 593

固定資産－再評価に係る繰延税金資産 431

 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％）

法定実効税率 41.0

（調整） 

 交際費等永久損金不算入項目 0.5

 住民税均等割 0.4

 その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

41.8

  

法定実効税率 41.0

（調整） 

 交際費等永久損金不算入項目 0.6

 住民税均等割 0.5

 その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

42.3
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

近２連結会計年度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。 

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)              （単位：百万円） 

 駐車場事業 レンタカー事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

 売上高      

 (1)外部顧客に対する売上高 80,834 － 80,834 －  80,834 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 80,834 － 80,834 －  80,834 

 営業費用 66,852 － 66,852 5,046  71,898 

 営業利益 13,982 － 13,982 （5,046） 8,936 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

 資産 50,813 － 50,813 12,355  63,168 

 減価償却費 1,697 － 1,697 516  2,213 

 資本的支出 2,188 － 2,188 850  3,038 

     

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日)              （単位：百万円） 

 駐車場事業 レンタカー事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 87,016 8,303 95,320 －  95,320 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

38 － 38 （38） － 

計 87,055 8,303 95,359 （38） 95,320 

 営業費用 71,106 8,181 79,288 5,448  84,736 

 営業利益 15,948 122 16,071 （5,486） 10,584 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

 資産 50,105 19,249 69,354 21,697  91,051 

 減価償却費 2,007 2,776 4,784 517  5,301 

 資本的支出 3,834 2,578 6,412 361  6,774 

 (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．各区分の主要な事業の内容 

(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．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、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5,046百万円及び5,489百万円であり、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。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は

12,355百万円及び21,697百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、「リース会計に関する会計基準」等の

適用をしております。この結果セグメントに与える影響は軽微であります。 
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６．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（ＭＲ

Ｃ）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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度について、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）当連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日）            （単位：百万円） 

 
駐車場運営 

事業 

管理受託 

その他事業

レンタカー

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

 売上高       

 (1)外部顧客に対する売上高 83,465  3,550 8,303 95,320 －  95,320 

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

38  － － 38 (38)  － 

計 83,504  3,550 8,303 95,359 (38)  95,320 

 営業費用 68,231  2,875 8,181 79,288 5,448  84,736 

 営業利益 15,273  675 122 16,071 （5,486） 10,584 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出 

  

 資産 49,516  588 19,249 69,354 21,697  91,051 

 減価償却費 1,960  47 2,776 4,784 517  5,301 

 資本的支出 3,756  78 2,578 6,412 361  6,774 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10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。 

 

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10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。 
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(１株当たり情報) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年11月１日 (自 平成20年11月１日 

至 平成20年10月31日) 至 平成21年10月31日) 

１株当たり純資産額 245円29銭 256円98銭

１株当たり当期純利益金額 33円49銭 40円68銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

32円18銭 38円44銭
 

 

 

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年11月１日 (自 平成20年11月１日 

至 平成20年10月31日) 至 平成21年10月31日) 

１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益（百万円） 4,738 5,756 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,738 5,756 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 141,465 141,502 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益調整額（百万円） － △118 

 普通株式増加数（千株） 5,767 5,188 

  （うち新株予約権）（千株） （172） （175）

  （うち新株予約権付社債）（千株） （5,595） （5,013）

旧商法第280条ノ20及び21の規定
によるストックオプション（新
株予約権） 

旧商法第280条ノ20及び21の規定
によるストックオプション（新
株予約権） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

（平成18年１月26日定時株主総
会決議） 

（平成16年１月29日定時株主総
会決議） 

目的となる株式の数1,843,400株 目的となる株式の数1,585,600株

行使価格       2,138円 行使価格        843円

 

旧商法第280条ノ20及び21の規定
によるストックオプション（新
株予約権） 

（平成18年１月26日定時株主総
会決議） 

目的となる株式の数1,837,400株

行使価格       2,138円
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

(開示の省略) 

関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等に関

する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を

省略しております。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,999 11,597

受取手形 0 －

売掛金 1,360 1,668

商品 6 1

貯蔵品 106 92

前払費用 4,120 4,244

関係会社短期貸付金 200 －

未収入金 742 393

繰延税金資産 361 507

その他 162 57

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 14,053 18,556

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,804 8,972

減価償却累計額 △1,228 △1,695

建物（純額） 7,576 7,277

構築物 3,771 4,089

減価償却累計額 △1,715 △2,086

構築物（純額） 2,056 2,002

機械及び装置 414 414

減価償却累計額 △74 △130

機械及び装置（純額） 340 283

車両運搬具 12 16

減価償却累計額 △7 △6

車両運搬具（純額） 4 10

工具、器具及び備品 5,545 6,149

減価償却累計額 △3,274 △4,003

工具、器具及び備品（純額） 2,270 2,146

土地 19,532 19,625

リース資産 － 2,442

減価償却累計額 － △267

リース資産（純額） － 2,175

建設仮勘定 248 171

有形固定資産合計 32,028 33,691

無形固定資産   

借地権 230 211

ソフトウエア 719 559

その他 22 46

無形固定資産合計 973 818
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 209 262

関係会社株式 1,539 4,137

その他の関係会社有価証券 135 82

出資金 7 4

関係会社長期貸付金 640 40

破産更生債権等 0 11

長期前払費用 4,919 4,486

敷金及び保証金 2,432 2,388

繰延税金資産 542 567

再評価に係る繰延税金資産 431 431

その他 159 175

貸倒引当金 △1 △11

投資その他の資産合計 11,016 12,575

固定資産合計 44,018 47,085

資産合計 58,071 65,641

負債の部   

流動負債   

支払手形 22 22

買掛金 31 33

リース債務 － 465

未払金 2,795 2,145

未払費用 745 1,144

未払法人税等 1,632 2,720

未払消費税等 22 413

前受金 586 623

預り金 324 338

賞与引当金 381 480

役員賞与引当金 4 46

設備関係支払手形 1,453 903

流動負債合計 7,999 9,337

固定負債   

新株予約権付社債 15,000 10,150

長期借入金 － 7,500

リース債務 － 1,863

退職給付引当金 127 152

役員退職慰労引当金 187 146

長期預り敷金保証金 407 477

その他 47 44

固定負債合計 15,769 20,335

負債合計 23,769 29,672
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,500 6,571

資本剰余金   

資本準備金 8,254 8,325

資本剰余金合計 8,254 8,325

利益剰余金   

利益準備金 82 82

その他利益剰余金   

別途積立金 19,592 19,592

繰越利益剰余金 9,830 11,282

利益剰余金合計 29,505 30,957

自己株式 △9,342 △9,343

株主資本合計 34,917 36,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 50

土地再評価差額金 △620 △620

評価・換算差額等合計 △615 △570

新株予約権 － 28

純資産合計 34,302 35,968

負債純資産合計 58,071 65,641
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 78,189 84,898

売上原価 60,881 65,255

売上総利益 17,307 19,642

販売費及び一般管理費 8,903 9,698

営業利益 8,404 9,944

営業外収益   

受取利息 24 15

受取配当金 107 79

不動産賃貸収入 52 59

駐車場違約金収入 48 72

未利用チケット収入 58 82

その他 40 146

営業外収益合計 332 455

営業外費用   

支払利息 18 117

株式交付費 0 －

不動産賃貸原価 18 20

駐車場解約費 559 589

その他 75 30

営業外費用合計 673 758

経常利益 8,063 9,641

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 10 25

新株予約権付社債消却益 － 200

特別利益合計 15 226

特別損失   

固定資産除却損 19 25

投資有価証券評価損 61 19

減損損失 52 86

特別損失合計 132 131

税引前当期純利益 7,946 9,736

法人税、住民税及び事業税 3,335 4,242

法人税等調整額 △48 △202

法人税等合計 3,286 4,039

当期純利益 4,659 5,696

パーク２４株式会社　（4666）平成21年10月期　決算短信

- 35 -



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,481 6,500

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 19 70

当期変動額合計 19 70

当期末残高 6,500 6,571

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,235 8,254

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 19 70

当期変動額合計 19 70

当期末残高 8,254 8,325

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 8,235 8,254

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 19 70

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 19 70

当期末残高 8,254 8,325

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 82 82

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 82 82

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 19,592 19,592

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,592 19,592

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,413 9,830

当期変動額   

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,659 5,696

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 416 1,451

当期末残高 9,830 11,282
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 29,088 29,505

当期変動額   

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,659 5,696

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 416 1,451

当期末残高 29,505 30,957

自己株式   

前期末残高 △9,342 △9,342

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △9,342 △9,343

株主資本合計   

前期末残高 34,462 34,917

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38 141

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,659 5,696

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 454 1,593

当期末残高 34,917 36,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 39 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 45

当期変動額合計 △33 45

当期末残高 5 50

土地再評価差額金   

前期末残高 △620 △620

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △620 △620

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △581 △615

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 45

当期変動額合計 △33 45

当期末残高 △615 △570
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 28

当期変動額合計 － 28

当期末残高 － 28

純資産合計   

前期末残高 33,881 34,302

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 38 141

剰余金の配当 △4,243 △4,244

当期純利益 4,659 5,696

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 73

当期変動額合計 421 1,666

当期末残高 34,302 35,968
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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６．役員の異動 

１． 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

２． その他の役員の異動 

（1）新任取締役候補 

該当事項はありません。 

 

（2）新任監査役候補 

該当事項はありません。 

 

（3）補欠監査役候補 

奥山 章雄     （現）公認会計士奥山章雄事務所 所長 

（現）株式会社ADEKA 社外監査役 

 

（4）退任予定取締役 

該当事項はありません。 

 

（5）退任予定監査役 

該当事項はありません。 

 

 ＊平成２２年１月２７日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。 

  以上    
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