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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 2,712 15.7 92 3,278.5 98 2,130.5 52 4,723.1
21年3月期第3四半期 2,344 ― 2 ― 4 ― 1 ―

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3四半期 716.12 714.36
21年3月期第3四半期 13.87 ―

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3四半期 1,323 614 46.2 8,419.62
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3四半期  611百万円 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 ― ― ―
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
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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  

詳細については、５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3四半期 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3四半期  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3四半期 72,670株 21年3月期第3四半期 77,810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. 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。 
2. 尚、業績予想の前提となる仮定及び業績の予想の利用にあたっての注意事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「3. 業績予想に関する
定性的情報」をご覧下さい。 
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当第３四半期累計期間における我が国経済は、昨年秋以降の世界的金融危機や経済環境の悪化に危機感

を抱いた主要各国の政府や金融当局が、国際的に連携して景気刺激策と金融の安定化対策を実施した結

果、金融市場は一時の厳しい状況を抜け出すとともに、株式市場も上昇傾向に転じるなど景気の後退局面

は底入れしたとの見方もされております。しかしながら、急激な円高による収益悪化リスクや物価下落に

よるデフレ懸念が高まる等、景気の先行きに対する不透明感は企業業績の回復に不安を残すところとなり

ました。 

 また、駐車場市場におきましても業界景気は底打ちの様相を呈している中で、駐車場の稼働率は第２四

半期累計期間に比べ回復基調にありますが、依然として懸念材料が多く、業界を取り巻く環境は厳しい状

況が続いております。 

 このような状況下、当社におきましては、駐車場管理運営事業においては、サブリース案件におけるフ

レキシブルな料金体系の導入、また不採算案件の解約等によるコストの低減を図り、既存駐車場の収益改

善に努めてまいりました。一方、駐車場現場の新規獲得については、案件を厳選した上で、新規獲得現場

の増加に至っております。  

 以上の結果、売上高については、2,712,232千円（前年同四半期比15.7％増）、営業利益は92,460千円

（前年同四半期は2,736千円）、経常利益は98,534千円（前年同四半期は4,417千円）、四半期純利益は

52,040千円（前年同四半期は1,078千円）となりました。  

  

駐車場管理事業におきましては、法人の保有車両の稼働率の増加に伴い、稼働現場75件（前年同四半期

比29件増）、運用車室数14,775車室（前年同四半期比2,369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、2,686,322千円（前年同四半期比17.2％増）となりました。一方、サービ

スの向上と駐車場事業における固定費の見直しにより、売上総利益については、405,806千円（前年同四

半期比56.8％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、営業部門の強化を行い、新規案件獲得に努力をしてまいりまし

たが、景気低迷による企業収益の悪化を受け、売上高は25,910千円（前年同四半期比50.7％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、9現

場184車室を獲得いたしました。また、案件を厳選することにより、利益率の高い案件の獲得につながり

ました。 

  

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は835,907千円（前事業年度末比94,979千円増）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及び四半期利益の計上により現金及び

預金が129,917千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487,693千円（前事業年度末比27,337千円減）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13,781千円、減価償却累計額の増加31,311千円によるもでありま

す。 

この結果、総資産の残高は1,323,601千円（前事業年度末比67,642千円増）となりました。  

・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）
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流動負債の残高は582,730千円（前事業年度末比65,163千円増）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21,851千円増加したこと及び未払法人税等45,904千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126,025千円（前事業年度末比38,961千円減）となりました。これは主として長借入

金20,828千円及び長期リース債務19,291千円の減少によるものであります。 

 この結果、負債の残高は708,755千円（前事業年度末比26,201千円増）となりました。 

  

純資産の残高は、614,845千円（前事業年度末比41,440千円増）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３四半期累計期間の売上高および利益額においては、ほぼ計画通りに推移いたしました。一方、第

４四半期には平成21年10月27日に公表致しました連結子会社設立に関連する準備費用等が計上される見込

みであり、通年では平成21年11月４日に公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」による修正

業績予測の計画値にほぼ沿った業績となる見込みであります。 

 なお、連結子会社の設立について現地当局の法人設立許認可に予想を上回る日時を要したため、連結子

会社設立完了は平成22年２月下旬に延期される見込みであります。また、連結子会社設立の遅延に伴い、

連結子会社による連結業績に与える影響の算定作業も遅延しておりますが、数値が確定次第、平成22年3

月期第４半期連結業績予想の数値をお知らせいたします。  

  

（負債）

（純資産）

3. 業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 622,920 493,003

売掛金 48,260 41,278

仕掛品 1,423 895

前払費用 100,280 91,772

その他 63,022 113,978

流動資産合計 835,907 740,927

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 81,022 90,679

リース資産（純額） 124,657 144,906

その他（純額） 31,560 28,954

有形固定資産合計 237,240 264,540

無形固定資産 7,902 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 6,089 4,998

投資その他の資産合計 242,550 241,506

固定資産合計 487,693 515,031

資産合計 1,323,601 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 25,600 24,878

未払金 104,270 115,479

未払法人税等 45,904 －

前受金 123,357 138,310

預り金 195,238 173,387

賞与引当金 7,493 17,188

その他 50,873 18,330

流動負債合計 582,730 517,566

固定負債   

長期借入金 7,538 28,366

リース債務 101,519 120,811

退職給付引当金 11,512 9,227

その他 5,455 6,581

固定負債合計 126,025 164,986

負債合計 708,755 682,553
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 381,050 342,601

自己株式 △66,022 △66,022

株主資本合計 611,854 573,405

新株予約権 2,991 －

純資産合計 614,845 573,405

負債純資産合計 1,323,601 1,255,959
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,344,573 2,712,232

売上原価 2,053,498 2,295,244

売上総利益 291,074 416,988

販売費及び一般管理費 288,337 324,527

営業利益 2,736 92,460

営業外収益   

受取利息 43 46

受取手数料 3,187 9,332

その他 61 1,445

営業外収益合計 3,292 10,824

営業外費用   

支払利息 996 4,579

支払手数料 373 －

その他 242 170

営業外費用合計 1,611 4,750

経常利益 4,417 98,534

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 4,417 98,022

法人税、住民税及び事業税 712 46,150

法人税等調整額 2,626 △169

法人税等合計 3,338 45,981

四半期純利益 1,078 52,040
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 820,585 915,099

売上原価 727,445 765,158

売上総利益 93,140 149,940

販売費及び一般管理費 89,949 120,572

営業利益 3,190 29,368

営業外収益   

受取利息 12 15

受取手数料 4 4,243

その他 2 349

営業外収益合計 20 4,608

営業外費用   

支払利息 301 1,436

支払手数料 128 －

その他 － 153

営業外費用合計 429 1,589

経常利益 2,780 32,386

税引前四半期純利益 2,780 32,386

法人税、住民税及び事業税 237 14,515

法人税等調整額 1,507 1,500

法人税等合計 1,745 16,015

四半期純利益 1,035 16,371
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,417 98,022

減価償却費 22,817 42,985

保険解約損益（△は益） 242 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,126 2,284

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,059 △9,695

受取利息及び受取配当金 △43 △46

支払利息 996 4,579

固定資産除却損 － 512

売上債権の増減額（△は増加） △10,128 △6,982

たな卸資産の増減額（△は増加） 375 △373

前払費用の増減額（△は増加） △10,190 △8,578

未払金の増減額（△は減少） 18,098 △14,393

預り金の増減額（△は減少） 9,505 21,851

前受金の増減額（△は減少） 28,819 △14,953

その他 △23,808 66,027

小計 34,167 181,249

利息及び配当金の受取額 43 8

利息の支払額 △902 △4,509

法人税等の還付額 － 25,155

法人税等の支払額 △69,412 △7,113

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,103 194,791

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 △22,942 △10,576

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 △28,182 △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 △70,150 △11,864

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 △20,828 △20,828

配当金の支払額 △13,838 △13,611

リース債務の返済による支出 － △18,569

自己株式の取得による支出 △65,640 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,307 △53,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,561 129,917

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 478,290 622,920

㈱駐車場綜合研究所(3251)　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－　10　－



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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