
平成22年10月期 第2四半期決算短信 

平成22年5月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 パーク２４株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4666 URL http://park24.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西川 光一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 経営管理本部長 （氏名） 佐々木 賢一 TEL 03-3213-8900
四半期報告書提出予定日 平成22年6月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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2四半期 54,006 27.5 6,301 42.3 5,824 39.7 3,056 21.9
21年10月期第2四半期 42,349 ― 4,427 ― 4,168 ― 2,506 ―

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2四半期 21.51 21.40
21年10月期第2四半期 17.71 16.28

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2四半期 91,755 35,899 39.0 251.48
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2四半期  35,826百万円 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 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2四半期 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2四半期  6,460,827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2四半期 142,083,067株 21年10月期第2四半期 141,487,142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２四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年４月30日）におけるわが国経済は、アジ

ア向けを中心とした輸出・生産の回復、国内外の景気刺激策の効果等により、企業の業況判断や個人

消費に持ち直しの動きが見られるものの、雇用環境は依然として厳しく、物価も緩やかなデフレ状態

にある等、先行きの不透明感は拭えない状況が続いております。 

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、高い収益性が見込める物件に

厳選した開発を行うとともに、新規開発台数の増加に注力いたしました。また、エリア特性にあわせ

た料金設定、周辺店舗への駐車チケットの販売、駐車定期券の販売等の運用施策を実施し、新規開発

物件の早期立ち上げと既存物件の収益安定化に努めました。この結果、当四半期連結会計期間末にお

けるタイムズの管理運営台数は前連結会計年度末比9.4％増の285,925台となり、当事業の売上高（セ

グメント間の内部売上高を含む）は462億24百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は92億78百万円

（前年同期比29.7％増）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、首都圏を中心としたカーシェアリング

ステーション及びレンタカー店舗の積極展開を進めるとともに、組織体制の変更による営業強化を図

りましたが、レンタカーサービスにおける法人需要の低迷が影響し、当事業の売上高（セグメント間

の内部売上高を含む）は79億１百万円、営業損失は１億28百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は540億６百万円（前年同期比

27.5％増）、営業利益63億１百万円（同42.3％増）、経常利益58億24百万円（同39.7％増）、四半期

純利益30億56百万円（同21.9％増）となり、１株当たり四半期純利益は同３円80銭増加し21円51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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比７億４百万円増加して917億55百万円

となりました。主な増加は流動資産の増加８億13百万円で、第３四半期連結会計期間に返済予定の借

入金に係る調達を前倒したことに伴う現金及び預金の増加等によるものです。 

負債は、同12億59百万円増加し、558億55百万円となりました。主な増減と致しましては、当連結会

計期間に新株予約権付社債を繰上償還したことにより、新株予約権付社債が91億50百万円減少したこ

とと、この繰上償還への借換資金等の調達により、長・短借入金が87億75百万円増加したこと、及び

リース債務の増加６億27百万円、支払手形及び買掛金の増加５億２百万円等となっております。 

純資産は、四半期純利益の計上30億56百万円、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５億55百万

円減少し、358億99百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は同1.0ポイント減少の39.0％となり、１株当たり純資産は同５円50銭減

少の251円48銭となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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12億32百万

円増加し、142億42百万円となりました。 

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。 

（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49億20百万円増加して95億57百万円と

なりました。主な増加要因は減価償却費（同30億51百万円の増加）、税金等調整前四半期純利益（同

14億58百万円の増加）であり、主な減少要因は法人税等の支払額（同10億63百万円の増加）でありま

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、33億20百万円（前年同期比８億４百万円の減少）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34億60百万円によるものです。 

（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、50億16百万円の資金の支出（前年同期比50億74百万円の増

加）となりました。これは、長期借入による収入101億円があった一方、新株予約権付社債の繰上償還

による支出91億50百万円、配当金の支払額42億11百万円があったことなどによるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四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、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２四半期連結会計期間末 
(平成22年４月30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 14,258 13,026 

受取手形及び売掛金 3,215 3,106 

たな卸資産 474 442 

その他 6,832 7,389 

貸倒引当金 △11 △9 

流動資産合計 24,769 23,955 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,982 11,179 

機械装置及び運搬具（純額） 10,926 11,437 

土地 23,909 23,909 

その他（純額） 8,019 7,413 

有形固定資産合計 53,837 53,940 

無形固定資産   

のれん 1,389 1,435 

その他 1,121 1,157 

無形固定資産合計 2,511 2,593 

投資その他の資産 10,637 10,562 

固定資産合計 66,986 67,096 

資産合計 91,755 91,051 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,359 857 

短期借入金 13,905 11,571 

未払法人税等 2,780 2,933 

賞与引当金 901 886 

引当金 47 50 

その他 9,529 8,977 

流動負債合計 28,524 25,276 

固定負債   

新株予約権付社債 1,000 10,150 

長期借入金 21,770 15,329 

引当金 441 410 

その他 4,119 3,429 

固定負債合計 27,331 29,319 

負債合計 55,855 54,596 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年４月30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 30,557 31,751 

自己株式 △9,343 △9,343 

株主資本合計 36,613 37,305 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 50 

土地再評価差額金 △620 △620 

為替換算調整勘定 △228 △322 

評価・換算差額等合計 △787 △892 

新株予約権 71 28 

少数株主持分 1 14 

純資産合計 35,899 36,455 

負債純資産合計 91,755 91,051 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年４月30日) 

売上高 42,349 54,006 

売上原価 32,918 39,067 

売上総利益 9,430 14,938 

販売費及び一般管理費 5,003 8,637 

営業利益 4,427 6,301 

営業外収益   

受取利息 0 0 

受取配当金 2 2 

駐車場違約金収入 61 25 

未利用チケット収入 38 47 

その他 64 98 

営業外収益合計 167 173 

営業外費用   

支払利息 88 243 

持分法による投資損失 35 0 

駐車場解約費 280 319 

その他 20 86 

営業外費用合計 426 650 

経常利益 4,168 5,824 

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 8 

特別損失合計 22 8 

税金等調整前四半期純利益 4,357 5,815 

法人税、住民税及び事業税 1,911 2,555 

法人税等調整額 △54 210 

法人税等合計 1,856 2,766 

少数株主損失（△） △5 △6 

四半期純利益 2,506 3,056 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30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 4,357 5,815 

減価償却費 1,916 4,967 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 27 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48 3 

受取利息及び受取配当金 △2 △2 

支払利息 88 243 

固定資産除却損 22 8 

新株予約権付社債消却益 △185 － 

売上債権の増減額（△は増加） △209 △108 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 372 

仕入債務の増減額（△は減少） 49 101 

未収入金の増減額（△は増加） 222 △123 

前払費用の増減額（△は増加） △131 458 

未払金の増減額（△は減少） △226 367 

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △247 238 

その他 702 87 

小計 6,330 12,458 

利息及び配当金の受取額 2 3 

利息の支払額 △93 △237 

法人税等の支払額 △1,603 △2,666 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,636 9,557 

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 

有形固定資産の取得による支出 △945 △2,436 

有形固定資産の売却による収入 11 124 

無形固定資産の取得による支出 △45 △173 

投資有価証券の取得による支出 △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 △863 △850 

その他 64 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,125 △3,320 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30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） － 475 

長期借入れによる収入 7,500 10,100 

長期借入金の返済による支出 － △1,800 

リース債務の返済による支出 △65 △929 

新株予約権付社債の買入消却による支出 △3,164 － 

新株予約権付社債の繰上償還による支出 － △9,150 

株式の発行による収入 － 498 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △4,210 △4,211 

その他 0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 58 △5,016 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 11 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 563 1,232 

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 8,833 14,242 
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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 42,349 － 42,349 － 42,349 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計 42,349 － 42,349 － 42,349 

営業利益 7,151 － 7,151 (2,724) 4,427 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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 46,115 7,890 54,006 － 54,006 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

108 10 118 (118) －

計 46,224 7,901 54,125 (118) 54,006 

営業利益又は営業損失(△) 9,278 △128 9,150 (2,848) 6,301 

 (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 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日）および当第２四半期

連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日）および当第２四半期

連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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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