
 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成22年８月６日

上 場 会 社 名 株式会社駐車場綜合研究所 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 3251 URL http://www.pmo.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 柳瀬 聰 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理部長 (氏名) 高田 之 (TEL)03-3406-2477

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日    － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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         ％

23年３月期第１四半期 924  3.2 14 △53.3 14 △57.4 5 △70.9
22年３月期第１四半期 895  19.5 31   － 34   － 19   －

 

 
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

23年３月期第１四半期 78 79 76 03
22年３月期第１四半期 270 42 －

 
（２）財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 1,325 618 46.2 8,432  04
22年３月期 1,372 625 45.2 8,540 25

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期           612百万円 22年３月期             620百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年３月期 －     －    －   187  00 187  00   
23年３月期 －       

23年３月期(予想)  －    －   187  00 187  00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 1,906   6.1 38 △39.6 38 △42.1 20 △41.9 285  01
通  期 3,942   8.3 118   1.3 119  △3.5 65   8.1 904  79

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、

表示方法等の変更の有無となります。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 80,160株 22年３月期 80,160株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 7,490株 22年３月期 7,490株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 72,670株 22年３月期１Ｑ 72,670株

 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

・本資料に記載されている業績予想、将来に関する記述等は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断し
た見通しであり、多分に不確定な要素を含んでいることから、実際の業績は予想数値と異なる場合がありま
す。 
業績予想の前提となる条件については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

 なお、平成23年３月期第２四半期から連結となります。 

 



 

 

平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 1,956    － 32    － 33   － 17   － －   
通  期 4,332    － 130   － 130    － 71    － －   

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
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当第１四半期会計期間における世界経済は、深刻な状況にあるものの、景気刺激策の効果もあり全体

としては緩やかな改善傾向が見受けられます。わが国経済におきましても、失業率は依然高水準にある

など厳しい雇用情勢が続く一方、企業収益や個人消費の持ち直しなどの動きが見られ、景気は着実に回

復基調にあることがうかがえます。 

駐車場業界におきましては、自動車購入のエコカー減税・補助金制度等の施策による効果も少なく、

市場は依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中、当社では、引き続き積極的な営業展開による新規現場の開発に注力した結果、

当第１四半期会計期間中に、９現場1,309車室を獲得致しました。 

 また、既存現場においては、車利用率の低下に伴い、時間貸利用率が大幅に減少したものの、収益の

安定化を目的とした売上の増大施策および警備業務の直営化等によるコスト徹底管理を実施した結果、

前年同四半期実績と比較し、利益率が若干改善しております。 

 一方、販管費等の費用については、前年同四半期と比較し、役員１名の増員、国内における営業範囲

の拡大に伴う営業人員の増員、改正省エネ法に伴う対策費用の発生、中国進出に向けた管理体制の整備

や現地調査等による出張費、営業準備費用の増加等により、大幅に増加しております。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高については、924,553千円（前年同四半期比3.2％増）、

営業利益は14,799千円（前年同四半期比53.3％減）、経常利益は14,908千円（前年同四半期比57.4％

減）、四半期純利益は5,725千円（前年同四半期比70.9％減）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は754,033千円（前事業年度末比125,696千円減）と

なりました。これは主として関係会社株式の取得50,050千円、未払法人税等の支払58,019千円、未払消

費税等の支払30,647千円等により現金及び預金が125,319千円減少したことによるものであります。 

固定資産の残高は571,525千円（前事業年度末比78,807千円増）となりました。これは主として関係

会社株式の取得50,050千円、新規駐車場運営開始に伴う駐車場設備のリース資産の取得24,400千円、減

価償却17,447千円を行ったことによるものであります。 

この結果、総資産の残高は1,325,558千円（前事業年度末比46,888千円減）となりました。 

(負債) 

流動負債の残高は561,830千円（前事業年度末比58,704千円減）となりました。これは主として未払

法人税等62,610千円の減少、新規駐車場の運営開始に伴い、預り金が18,447千円増加したことによるも

のであります。 

固定負債の残高は、144,989千円（前事業年度末比18,184千円増）となりました。これは主としてリ

ース資産取得に伴う長期リース債務11,308千円、資産除去債務5,467千円の増加によるものでありま

す。 

この結果、負債の残高は706,819千円（前事業年度末比40,520千円減）となりました。 

(純資産) 

純資産の残高は618,739千円（前事業年度末比6,368千円減）となりました。これは主として四半期純

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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利益の計上5,725千円による増加、配当金13,589千円の支払によるものであります。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に

比べ125,319千円減少し、529,181千円となりました。 

当第１四半期会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) 

営業活動により使用した資金は27,748千円（前年同四半期会計期間は78,458千円の獲得）となりまし

た。これは主として税引前四半期純利益12,689千円を計上した一方、未払法人税等の支払58,019千円が

あったことによるものであります。 

  

(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資金は68,185千円（前年同四半期会計期間は4,379千円の使用）となりまし

た。これは主として関係会社株式取得による支出50,050千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) 

財務活動により使用した資金は29,385千円（前年同四半期会計期間は27,220千円の使用）となりまし

た。これは主として配当金の支払13,591千円及びリース債務の返済による支出8,295千円によるもので

あります。 

  

  

当第１四半期累計期間については、これまでのところ当初の会社計画に沿って推移しており、第２四

半期累計期間及び通期業績予想について修正は行っておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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固定資産の減価償却費の算定 

   定率法を採用している資産については、事業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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平  

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第  

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益が261千円、税引前四半期純利益が2,481千円それぞれ減少 

しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３ 四半期財務諸表 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第1四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 529,181 654,501

売掛金 67,800 56,000

仕掛品 495 495

前払費用 101,789 100,223

その他 54,765 68,508

流動資産合計 754,033 879,729

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 75,599 77,802

リース資産（純額） 149,224 134,638

その他（純額） 31,996 28,354

有形固定資産合計 256,821 240,794

無形固定資産 10,782 8,807

投資その他の資産   

関係会社株式 50,050 －

敷金及び保証金 172,384 163,514

保険積立金 72,982 72,982

その他 8,505 6,618

投資その他の資産合計 303,922 243,115

固定資産合計 571,525 492,717

資産合計 1,325,558 1,372,447

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 20,868 28,366

リース債務 33,977 29,181

未払金 114,750 113,076

未払法人税等 3,475 66,086

前受金 122,190 113,174

預り金 216,207 197,760

賞与引当金 10,025 18,185

その他 40,334 54,704

流動負債合計 561,830 620,535

固定負債   

リース債務 119,694 108,386

退職給付引当金 13,442 12,627

資産除去債務 5,467 －

その他 6,384 5,790

固定負債合計 144,989 126,804

負債合計 706,819 747,339

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
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（単位：千円）

当第1四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

利益剰余金 381,952 389,816

自己株式 △66,022 △66,022

株主資本合計 612,756 620,620

新株予約権 5,983 4,487

純資産合計 618,739 625,107

負債純資産合計 1,325,558 1,372,447
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 895,692 924,553

売上原価 765,055 789,950

売上総利益 130,636 134,603

販売費及び一般管理費 98,924 119,804

営業利益 31,711 14,799

営業外収益   

受取利息 12 12

受取手数料 4,727 1,714

その他 147 242

営業外収益合計 4,887 1,969

営業外費用   

支払利息 1,615 1,629

その他 9 230

営業外費用合計 1,624 1,859

経常利益 34,974 14,908

特別損失   

固定資産除却損 512 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,219

特別損失合計 512 2,219

税引前四半期純利益 34,461 12,689

法人税、住民税及び事業税 8,234 237

法人税等調整額 6,576 6,726

法人税等合計 14,810 6,964

四半期純利益 19,651 5,725
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 34,461 12,689

減価償却費 13,830 17,447

退職給付引当金の増減額（△は減少） 147 814

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,735 △8,159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,219

受取利息及び受取配当金 △12 △12

支払利息 1,615 1,629

固定資産除却損 512 －

売上債権の増減額（△は増加） △6,324 △11,799

たな卸資産の増減額（△は増加） 333 1,312

前払費用の増減額（△は増加） 1,016 △1,578

未払金の増減額（△は減少） 14,430 2,939

預り金の増減額（△は減少） 12,420 18,447

前受金の増減額（△は減少） 8,712 9,015

その他 9,680 △13,077

小計 81,087 31,888

利息及び配当金の受取額 － －

利息の支払額 △1,605 △1,617

法人税等の支払額 △1,022 △58,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,458 △27,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の取得による支出 － △50,050

有形固定資産の取得による支出 △3,445 △8,535

無形固定資産の取得による支出 △934 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △9,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,379 △68,185

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 △7,498 △7,498

配当金の支払額 △13,591 △13,591

リース債務の返済による支出 △6,131 △8,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,220 △29,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,857 △125,319

現金及び現金同等物の期首残高 493,003 654,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 539,861 529,181
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当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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) 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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当第１四半期会計期間における受注実績は次のとおりであります。 

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．駐車場事業は、該当ありません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 駐車場管理運営事業の運営受託における当社の販売先は、不特定多数の駐車場を利用するユーザーであり、

管理受託の販売先は、駐車場のオーナーであります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 運営受託とは、オーナーより駐車場を借り上げ、駐車場の経営自体を代行するサービスを言います。 

４ 管理受託とは、オーナーに対し、当該駐車場の管理サービスを提供することを言います。 

５ 当社が保有する駐車場はありません。 

６ 駐輪場事業については、駐車場事業に含めております。 

  

また、駐車場事業を地域別に示すと次のとおりであります。 

 
  

  

  

4. 補足情報

(１)受注実績

部門 受注高(千円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(千円)

前年同四半期比
（％）

コンサルティング 4,042 35.5 1,000 50.0

(２)販売実績

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

物件数 
(件)

構成比
(％)

車室数
(車室)

構成比
(％)

金額※２ 
(千円)

構成比 
(％)

前年同期比
(％)

駐車場事業別※１ 85 100 16,028 100.0 920,511 99.6 104.1

運営受託※３ 69 81.2 11,126 69.4 786,175 85.0 102.5

管理受託※４ 16 18.8 4,902 30.6 134,335 14.5 114.5

コンサルティング ― ― ― ― 4,042 0.4 35.5

合計 85 100.0 16,028 100.0 924,553 100.0 103.2

地域

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

車室数(車室) 金額(千円) 構成比(％)

関東地区 9,143 650,928 70.4

関西地区 6,057 227,843 25.6

その他地区 828 45,781 5.0

合計 16,028 924,553 100.0
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