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1.  平成22年10月期第3四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年7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3四半期 83,397 22.4 9,506 28.9 8,767 27.3 4,720 15.9
21年10月期第3四半期 68,138 ― 7,374 ― 6,887 ― 4,072 ―

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3四半期 33.19 32.55
21年10月期第3四半期 28.78 26.99

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3四半期 93,530 37,419 39.9 261.98
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3四半期  37,323百万円 21年10月期  36,412百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

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）当四半期における業績予想の修正有無  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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信【添付資料】P.３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q  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3Q  6,460,827株 21年10月期  6,460,807株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Q  142,211,196株 21年10月期3Q 141,488,530株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年７月31日）におけるわが国経済は、ア

ジア向けを中心とした輸出や生産の回復、政府の経済対策による景気下支え効果等により、企業の

業況判断や個人消費に緩やかな回復傾向が見られるものの、雇用情勢の改善までには至らず、物価

はデフレ状態にある等、先行きの不透明な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、物件特性にあわせた料金設

定、決済サービス、駐車定期券の販売等の集客力を高める施策を実施するとともに、ドライバー目

線に立った品質向上の為の取り組みを継続して実施致しました。また、当社グループの提供する管

理運営サービスに対する評価がショッピングセンターや行政の駐車場施設のタイムズ化に繋がった

こと等により、新規開発台数は順調に推移し、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11.7％増の292,101台となりました。この結果、当事業の売上高（セ

グメント間の内部売上高を含む）は702億41百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は141億56百万

円（前年同期比21.6％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、Ｗeb経由の集客強化と組織体制の変

更による営業強化等を図るとともに、カーシェアリングブランドを「Times PLUS（タイムズプラ

ス）」に刷新し、首都圏を中心に積極展開（300件、412台の開発）を進めた結果、当事業の売上高

（セグメント間の内部売上高を含む）は134億23百万円、営業損失は３億37百万円となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は833億97百万円（前年同期比

22.4％増）、営業利益95億６百万円（同28.9％増）、経常利益87億67百万円（同27.3％増）、四半

期純利益47億20百万円（同15.9％増）となり、１株当たり四半期純利益は同４円41銭増加し33円19

銭となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比24億78百万円増加して935億30百万

円となりました。主な増加は有形固定資産の増加24億99百万円であり、レンタカー車両・駐車機器

関連のリース資産等の取得によるものです。 

負債合計は、同15億14百万円増加し、561億10百万円となりました。主な増減と致しましては、当

四半期連結累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66億31百万円増

加したこと、及びリース債務の増加15億72百万円、支払手形及び買掛金の増加25億25百万円等とな

っております。 

純資産は、四半期純利益の計上47億20百万円、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９億64

百万円増加し、374億19百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は同0.1ポイント減少の39.9％となり、１株当たり純資産は同５円00銭

増加の261円98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３四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５億64百

万円減少し、124億45百万円となりました。 

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54億10百万円増加して126億34百万円

となりました。主な増加要因は減価償却費（同38億91百万円の増加）、税金等調整前四半期純利益

（同16億80百万円の増加）、未払金の増加額（同15億74百万円の増加）であり、主な減少要因は法

人税等の支払額（同13億82百万円の増加）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、50億58百万円（前年同期比13億59百万円の減少）

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51億66百万円によるものです。 

（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、81億34百万円の資金の支出（前年同期比87億39百万円の支

出増加）となりました。これは、長期借入による収入122億円があった一方、新株予約権付社債の繰

上償還による支出91億50百万円、長短借入金の返済による支出55億68百万円、配当金の支払額42億

25百万円等があったことによるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四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。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 
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３. 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３四半期連結会計期間末 
(平成22年７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 12,461 13,026 

受取手形及び売掛金 3,435 3,106 

たな卸資産 498 442 

その他 7,694 7,389 

貸倒引当金 △11 △9 

流動資産合計 24,078 23,955 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,879 11,179 

機械装置及び運搬具（純額） 12,621 11,437 

土地 23,909 23,909 

その他（純額） 9,028 7,413 

有形固定資産合計 56,439 53,940 

無形固定資産   

のれん 1,348 1,435 

その他 1,117 1,157 

無形固定資産合計 2,466 2,593 

投資その他の資産 10,545 10,562 

固定資産合計 69,451 67,096 

資産合計 93,530 91,051 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,382 857 

短期借入金 11,164 11,571 

未払法人税等 1,588 2,933 

賞与引当金 461 886 

引当金 71 50 

その他 10,710 8,977 

流動負債合計 27,378 25,276 

固定負債   

新株予約権付社債 1,000 10,150 

長期借入金 22,367 15,329 

引当金 464 410 

その他 4,899 3,429 

固定負債合計 28,731 29,319 

負債合計 56,110 54,596 
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年７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 32,221 31,751 

自己株式 △9,343 △9,343 

株主資本合計 38,277 37,305 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 50 

土地再評価差額金 △620 △620 

為替換算調整勘定 △377 △322 

評価・換算差額等合計 △954 △892 

新株予約権 94 28 

少数株主持分 2 14 

純資産合計 37,419 36,455 

負債純資産合計 93,530 91,051 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年７月31日) 

売上高 68,138 83,397 

売上原価 51,727 60,414 

売上総利益 16,410 22,983 

販売費及び一般管理費 9,036 13,477 

営業利益 7,374 9,506 

営業外収益   

受取利息 0 0 

受取配当金 4 5 

持分法による投資利益 － 6 

駐車場違約金収入 68 30 

未利用チケット収入 58 70 

その他 118 130 

営業外収益合計 251 244 

営業外費用   

支払利息 204 399 

持分法による投資損失 63 － 

駐車場解約費 425 484 

その他 44 99 

営業外費用合計 738 983 

経常利益 6,887 8,767 

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 11 

特別損失合計 22 11 

税金等調整前四半期純利益 7,076 8,756 

法人税、住民税及び事業税 2,899 3,590 

法人税等調整額 111 451 

法人税等合計 3,010 4,042 

少数株主損失（△） △6 △6 

四半期純利益 4,072 4,720 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７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 7,076 8,756 

減価償却費 4,117 8,009 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 42 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38 11 

受取利息及び受取配当金 △5 △6 

支払利息 204 399 

固定資産除却損 22 11 

新株予約権付社債消却益 △185 － 

売上債権の増減額（△は増加） △135 △329 

たな卸資産の増減額（△は増加） 576 574 

仕入債務の増減額（△は減少） △829 △162 

未収入金の増減額（△は増加） 452 △216 

前払費用の増減額（△は増加） △786 △203 

未払金の増減額（△は減少） △1,148 425 

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △258 643 

その他 1,755 △147 

小計 10,847 17,808 

利息及び配当金の受取額 4 7 

利息の支払額 △213 △382 

法人税等の支払額 △3,415 △4,798 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,223 12,634 

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 △2,666 △3,560 

有形固定資産の売却による収入 20 31 

無形固定資産の取得による支出 △74 △289 

有価証券の償還による収入 － 10 

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 △1,453 △1,316 

その他 103 65 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,417 △5,058 
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７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） 1,422 △2,934 

長期借入れによる収入 7,500 12,200 

長期借入金の返済による支出 △133 △2,634 

リース債務の返済による支出 △797 △1,888 

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 8 498 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △4,229 △4,225 

その他 0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 605 △8,134 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,406 △564 

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 9,676 12,445 
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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 64,524 3,614 68,138 － 68,138 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2 0 2 (2) －

計 64,526 3,614 68,141 (2) 68,138 

営業利益又は営業損失(△) 11,642 △145 11,496 (4,122) 7,374 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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 69,991 13,406 83,397 － 83,397 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

249 16 266 (266) － 

計 70,241 13,423 83,664 (266) 83,397 

営業利益又は営業損失(△) 14,156 △337 13,819 (4,313) 9,506 

 (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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日）および当第３四半期

連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日）および当第３四半期

連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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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