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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善を起点として一部の企業については収益の

改善が見られ、個人消費は耐久消費財を中心に持ち直しており、景気は緩やかに回復しております。しかし、ギ

リシャ等の財政問題やデフレの影響に加え失業率が高水準にある等、依然として雇用・所得環境が改善しない厳

しい状況が続いております。 

当駐車場業界においては、昨年の春頃を底に稼働率は緩やかながら回復に向かいつつも、景気低迷により自動

車の使用を控える傾向が続いており、稼働状況は前年を上回るものの横ばいの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、新規駐車場の開発において案件の採算を重視し、収益性の改善に努め

てまいりました。また、既存駐車場については、昨年に引き続き、24時間出し入れ自由の新料金システムの拡大

や看板の設置による認知度向上等を図るとともに、不採算駐車場の解約や土地賃借料の引き下げ交渉によりコス

トの低減を図ってまいりました。 

当社グループの駐車場（賃借・自社）は、当第１四半期連結会計期間に３ヵ所、198車室の開業があり、６ヵ

所、522車室の解約による閉鎖があったため、差引３ヵ所、324車室の減少となり、当第１四半期連結会計期間末

の駐車場数は529ヵ所（前期末比0.6％減）、31,431車室（前期末比1.0％減）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、売上高2,682百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益

215百万円（前年同期比146.1％増）、経常利益183百万円（前年同期比583.0％増）、四半期純利益126百万円

（前年同期比44.8％減）となりました。  

  

（1）財政状態の分析  

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、12,498百万円（前連結会計年度末比453百万円減）とな

りました。これは主に借入金の返済による現金及び預金の減少447百万円によるものであります。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、9,735百万円（前連結会計年度末比524百万円減）とな  

りました。これは主に借入金の返済による減少354百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,762百万円（前連結会計年度末比71百万円増）とな

りました。これは主に四半期純利益126百万円の計上及び剰余金の配当54百万円の実施によるものでありま

す。 

  

（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の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較し

て447百万円減少し、1,372百万円となりました。  

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、48百万円（前第１四半期連結会計期間は、９百万円の減少）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益183百万円、減価償却費122百万円であり、支出の主な内訳は、

法人税等の支払額77百万円、前払費用の増加額65百万円、未払消費税等の減少額56百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、21百万円（前第１四半期連結会計期間は、主に有形固定資産の売却による収

入により1,193百万円の増加）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出37百万円と敷金及び保

証金の回収による収入16百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、474百万円（前第１四半期連結会計期間は、主に短期借入金の純減額により

1,261百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の純減額66百万円、長期借入金の返済による支出

287百万円、設備関係割賦債務の返済による支出79百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間における業績は、平成22年４月９日に発表した「平成22年２月期 決算短信」にお

ける平成23年２月期の連結業績予想に対して、売上高は概ね計画通りに進捗しております。なお、経常利益及び

当期純利益につきましては、既に第２四半期連結累計期間の予想値を上回っておりますが、国内の事業環境は引

き続き厳しい状況で推移すると予測していることなどから、現時点において連結業績予想は修正しておりませ

ん。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

   

・簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。 

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

   

（表示方法の変更） 

前第１四半期連結累計期間において、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「預り金の増減額（△は減少）」に含めて表示しておりました「預り敷金及び保証金の返還

による支出」及び「預り敷金及び保証金の受入による収入」は金額的重要性が増したため、前第２四半期連

結累計期間より「投資活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しております。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、「営業活動によるキャッシュ・フロー」が953千円少なく、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」が953千円多く計上されております。 

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）

（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

（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

日本パーキング(株)(8997) 平成23年２月期 第１四半期決算短信
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,421 1,819,997

たな卸資産 49,599 50,086

前払費用 751,575 681,973

繰延税金資産 22,019 20,607

その他 107,321 70,811

貸倒引当金 － △1,580

流動資産合計 2,302,937 2,641,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,439,503 3,516,054

土地 4,513,161 4,513,161

建設仮勘定 81,427 92,944

その他（純額） 539,914 534,850

有形固定資産合計 8,574,007 8,657,011

無形固定資産 114,648 117,596

投資その他の資産   

投資有価証券 228,113 219,943

繰延税金資産 411,347 426,088

敷金及び保証金 779,630 795,380

その他 88,909 93,310

貸倒引当金 △1,580 －

投資その他の資産合計 1,506,419 1,534,722

固定資産合計 10,195,076 10,309,330

資産合計 12,498,013 12,951,226

日本パーキング(株)(8997) 平成23年２月期 第１四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 2,600,000 3,747,250

1年内返済予定の長期借入金 1,028,145 915,306

未払法人税等 53,184 77,072

賞与引当金 29,060 19,147

その他 864,868 934,491

流動負債合計 4,575,257 5,693,268

固定負債   

社債 250,000 250,000

長期借入金 3,693,230 3,013,050

長期未払金 690,683 778,866

退職給付引当金 49,053 47,020

役員退職慰労引当金 139,849 140,273

その他 337,606 337,755

固定負債合計 5,160,423 4,566,965

負債合計 9,735,681 10,260,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,250 827,250

資本剰余金 1,016,408 1,016,408

利益剰余金 975,905 903,469

自己株式 △63,059 △63,059

株主資本合計 2,756,504 2,684,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,827 6,924

評価・換算差額等合計 5,827 6,924

純資産合計 2,762,331 2,690,992

負債純資産合計 12,498,013 12,951,226

日本パーキング(株)(8997) 平成23年２月期 第１四半期決算短信
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,639,985 2,682,340

売上原価 2,354,523 2,285,748

売上総利益 285,462 396,591

販売費及び一般管理費 197,926 181,207

営業利益 87,535 215,384

営業外収益   

受取利息 259 226

自動販売機設置収入 4,065 5,054

匿名組合投資利益 8,428 8,527

その他 2,094 3,721

営業外収益合計 14,848 17,530

営業外費用   

支払利息 63,864 47,451

駐車場解約費 4,067 128

その他 7,549 1,597

営業外費用合計 75,481 49,177

経常利益 26,901 183,736

特別利益   

固定資産売却益 430,560 －

その他 300 －

特別利益合計 430,860 －

特別損失 1,864 －

税金等調整前四半期純利益 455,897 183,736

法人税等 226,581 57,190

四半期純利益 229,316 126,546

日本パーキング(株)(8997) 平成23年２月期 第１四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５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 455,897 183,736

減価償却費 148,527 122,539

減損損失 537 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,214 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,979 9,912

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,491 △423

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,263 2,033

受取利息及び受取配当金 △259 △226

匿名組合投資損益（△は益） △8,428 △8,527

支払利息 63,864 47,451

駐車場解約費 4,067 128

有形固定資産売却損益（△は益） △430,560 －

たな卸資産の増減額（△は増加） － 487

前払費用の増減額（△は増加） △67,526 △65,624

未収入金の増減額（△は増加） 4,670 △5,911

前受金の増減額（△は減少） 3,457 11,765

未払金の増減額（△は減少） △80,921 △33,793

未払費用の増減額（△は減少） △793 △2,179

預り金の増減額（△は減少） 1,580 △2,568

未回収利用券の増減額（△は減少） △70 △30

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,996 △56,594

その他 2,921 △21,017

小計 80,506 181,155

利息及び配当金の受取額 259 226

利息の支払額 △83,017 △54,892

法人税等の支払額 △7,249 △77,697

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,500 48,793

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 △188,135 △37,356

有形固定資産の売却による収入 1,420,000 －

無形固定資産の取得による支出 △2,130 －

投資有価証券の取得による支出 △1,495 △1,498

貸付金の回収による収入 1,161 1,161

敷金及び保証金の差入による支出 △32,600 △750

敷金及び保証金の回収による収入 8,150 16,500

預り敷金及び保証金の返還による支出 － △517

預り敷金及び保証金の受入による収入 － 1,470

長期前払費用の取得による支出 △11,313 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,193,635 △21,990
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５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） △1,150,000 △66,250

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,257,101 △287,981

社債の発行による収入 250,000 －

リース債務の返済による支出 － △2,743

設備関係割賦債務の返済による支出 △79,347 △79,916

自己株式の取得による支出 △24,646 －

配当金の支払額 △159 △37,488

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,261,254 △474,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,119 △447,576

現金及び現金同等物の期首残高 779,075 1,819,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,956 1,372,421
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

駐車場運営管理事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

駐車場運営管理事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

    

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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