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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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 ％

22年10月期第1四半期 26,643 26.6 3,285 38.9 3,075 38.1 1,702 33.0
21年10月期第1四半期 21,051 ― 2,366 ― 2,227 ― 1,280 ―

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10月期第1四半期 12.01 11.66
21年10月期第1四半期 9.05 8.70

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10月期第1四半期 86,584 34,444 39.7 241.33
21年10月期 91,051 36,455 40.0 256.98

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  34,381百万円 21年10月期  36,412百万円

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10月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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10月期第1四半期 148,924,104株 21年10月期  148,156,104株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  6,460,807株 21年10月期  6,460,807株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 141,715,236株 21年10月期第1四半期 141,487,185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１四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年１月31日）におけるわが国経済は、新興

国経済の拡大に伴う輸出や生産の増加、エコポイント制度・エコカー減税による政策効果等から、総

じて緩やかな回復基調にあるものの、雇用・所得環境の悪化により個人消費の冷え込みは続き、物価

は「緩やかなデフレ状態」にある等、自律性に乏しく低調に推移しております。 

このような環境のもと当社グループは、「駐車場事業」においては、比較的良好な開発環境のもと、

高い利用が見込まれる物件に厳選した開発を推進するとともに、TONIC（タイムズ オンライン システ

ム）データの分析を通じ、エリア特性に合致した料金設定や駐車サービス券の販売等の施策を実施し、

既存物件の収益安定化に努めました。この結果、前年度におこなった原価削減施策の寄与もあり、当

該事業の売上高は227億90百万円、営業利益は48億４百万円となりました。 

また、昨年３月に参入した「レンタカー事業」においては、マーケット環境が弱含みで推移するな

か、Web経由の集客強化や各種キャンペーンを展開し需要の掘り起こしに努めましたが、新たなクルマ

利用の提案となるカーシェアリングサービスの先行投資もあり、当該事業の売上高は38億52百万円、

営業損失は１億39百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は266億43百万円（前年同期比

26.6％増）、営業利益32億85百万円（同38.9％増）、経常利益30億75百万円（同38.1％増）、四半期

純利益17億２百万円（同33.0％増）となり、１株当たり四半期純利益は同２円96銭増加し12円01銭と

なりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比44億67百万円減少して865億84百万円

となりました。これは主として、現金及び預金が29億34百万円減少したこと、機械装置及び運搬具が

４億５百万円減少したことによるものです。 

負債は、同24億56百万円減少し、521億39百万円となりました。これは主として、未払法人税等が17

億46百万円減少したこと、賞与引当金が４億50百万円減少したことによるものです。 

純資産は、四半期純利益の計上17億２百万円、ストック・オプションの行使による新株の発行５億

２百万円の増加要因はあったものの、剰余金の配当42億50百万円等の減少要因により、同20億11百万

円減少し、344億44百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は同0.3ポイント減少の39.7％となり、１株当たり純資産は同15円65銭減

少の241円33銭となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会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29億34百万

円減少し、100億75百万円となりました。 

当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期比17億50百万円増加して34億５百万円と

なりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益（同８億47百万円の増加）、減価償却費（同

14億49百万円の増加）であり、主な減少要因は法人税等の支払額（同10億38百万円の増加）です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用したキャッシュ･フローは、14億11百万円（前年同期比２億59百万円の増加）と

なりました。これは主として、タイムズ開設やレンタカー車両の取得に伴う固定資産の取得による支

出14億82百万円によるものです。 

（財務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･フローは、49億28百万円の資金の支出（前年同期比61億82百万円の増

加）となりました。これは配当金の支払額42億54百万円及び有利子負債の返済11億76百万円があった

こと等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績はほぼ予想通り推移しているため、第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想につきましては、前回予想（平成21年12月15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 

該当事項はありません。 
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年１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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,091 13,026

受取手形及び売掛金 2,859 3,106

たな卸資産 453 442

その他 6,707 7,389

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 20,103 23,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,048 11,179

機械装置及び運搬具（純額） 11,031 11,437

土地 23,909 23,909

その他（純額） 7,521 7,413

有形固定資産合計 53,511 53,940

無形固定資産   

のれん 1,397 1,435

その他 1,176 1,157

無形固定資産合計 2,574 2,593

投資その他の資産 10,395 10,562

固定資産合計 66,480 67,096

資産合計 86,584 91,051

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 966 857

短期借入金 11,139 11,571

未払法人税等 1,187 2,933

賞与引当金 435 886

引当金 23 50

その他 9,061 8,977

流動負債合計 22,814 25,276

固定負債   

新株予約権付社債 10,150 10,150

長期借入金 15,096 15,329

引当金 431 410

その他 3,647 3,429

固定負債合計 29,325 29,319

負債合計 52,139 54,596
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年１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21年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,822 6,571

資本剰余金 8,576 8,325

利益剰余金 29,203 31,751

自己株式 △9,343 △9,343

株主資本合計 35,259 37,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66 50

土地再評価差額金 △620 △620

為替換算調整勘定 △323 △322

評価・換算差額等合計 △878 △892

新株予約権 50 28

少数株主持分 12 14

純資産合計 34,444 36,455

負債純資産合計 86,584 91,051
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(2) 四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 21,051 26,643

売上原価 16,245 19,138

売上総利益 4,805 7,504

販売費及び一般管理費 2,439 4,219

営業利益 2,366 3,285

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

持分法による投資利益 － 4

未利用チケット収入 － 21

駐車場違約金収入 10 18

その他 41 26

営業外収益合計 54 72

営業外費用   

支払利息 29 116

持分法による投資損失 23 －

駐車場解約費 124 122

その他 15 44

営業外費用合計 192 282

経常利益 2,227 3,075

税金等調整前四半期純利益 2,227 3,075

法人税、住民税及び事業税 725 1,069

法人税等調整額 224 305

法人税等合計 950 1,374

少数株主損失（△） △3 △1

四半期純利益 1,280 1,702
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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)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 2,227 3,075

減価償却費 939 2,388

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55 4

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 29 116

売上債権の増減額（△は増加） △53 247

たな卸資産の増減額（△は増加） 6 195

仕入債務の増減額（△は減少） 2 △1

未収入金の増減額（△は増加） 58 114

前払費用の増減額（△は増加） 24 339

未払金の増減額（△は減少） △679 △103

設備関係支払手形の増減額（△は減少） 392 58

その他 401 △304

小計 3,301 6,146

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △58 △114

法人税等の支払額 △1,589 △2,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,655 3,405

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 △365 △1,025

有形固定資産の売却による収入 5 7

無形固定資産の取得による支出 △11 △121

投資有価証券の取得による支出 △355 －

長期前払費用の取得による支出 △426 △336

その他 0 64

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,151 △1,411

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） － △431

長期借入れによる収入 5,500 －

長期借入金の返済による支出 － △233

リース債務の返済による支出 － △512

株式の発行による収入 － 502

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △4,246 △4,254

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,253 △4,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,735 △2,934

現金及び現金同等物の期首残高 8,270 13,010

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,005 10,075
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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。 

 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１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) 

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 20,141 909 21,051 － 21,051 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 20,141 909 21,051 － 21,051 

営業利益又は営業損失 3,490 164 3,654 (1,288) 2,366 

 (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 各区分の主な事業内容 

 (1) 駐車場運営事業・・・・・・当社グループが運営する駐車場に係る事業 

 (2) 管理受託その他事業・・・・他社駐車場の管理の受託等の事業 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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 22,790 3,852 26,643 － 26,643 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

50 － 50 (50) －

計 22,841 3,852 26,693 (50) 26,643 

営業利益又は営業損失 4,804 (139) 4,664 (1,379) 3,285 

 (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、前

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。 
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 なお、当第１四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１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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 21,913 876 3,852 26,643 － 26,643 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

50 － － 50 (50) －

計 21,964 876 3,852 26,693 (50) 26,643 

営業利益又は営業損失 4,686 118 (139) 4,664 (1,379) 3,285 

 

【所在地別セグメント情報】 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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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