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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 5,371 1.7 474 108.2 415 256.1 253 △12.7
22年2月期第2四半期 5,283 ― 227 ― 116 ― 290 ―

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2月期第2四半期 4,692.35 ―
22年2月期第2四半期 5,359.04 ―

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2月期第2四半期 12,258 2,886 23.5 53,348.69
22年2月期 12,951 2,690 20.8 49,731.89

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  2,886百万円 22年2月期  2,690百万円

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

22年2月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
23年2月期 ― 1,000.00
23年2月期 

（予想）
― 1,000.00 2,000.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 10,620 1.1 770 68.6 830 207.8 460 54.0 8,501.20



(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  有  
（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の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）２ページ「連結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]３ページ「その他」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） 23年2月期2Q 55,440株 22年2月期  55,440株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,330株 22年2月期  1,330株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 54,110株 22年2月期2Q 54,280株
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（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におけるわが国の経済は、政府の景気対策の効果等により企業業績は一部に回復の兆

しが見られたものの、雇用や個人消費の停滞に加え円高の進行もあり、厳しい状況で推移しました。  

当駐車場業界においては、景気低迷により自動車の使用を控える傾向が続いているものの、昨年の春頃を底に

稼働率は緩やかながら回復に向かっており、稼働状況は前年を上回る状況が続いております。 

このような経営環境の中、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、第１四半期連結累計期間に引き続き、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

引き下げによりコストの低減を図ってまいりました。 

また、資産利用の効率化及び有利子負債の削減を目的として立体駐車場１ヵ所（名古屋市中区）を売却し、固

定資産売却益３百万円を計上しております。 

当社グループの駐車場（賃借・自社）は、当第２四半期連結累計期間に16ヵ所、845車室の開業があり、13ヵ

所、691車室の解約による閉鎖があったため、駐車場数及び車室数はそれぞれ差引３ヵ所の増加、140車室の増加と

なり、当第２四半期連結累計期間末の駐車場数は535ヵ所（前期末比0.6％増）、31,895車室（前期末比0.4％増）

となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高5,371百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益

474百万円（前年同期比108.2％増）、経常利益415百万円（前年同期比256.1％増）、四半期純利益253百万円（前

年同期比12.7％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、12,258百万円（前連結会計年度末比693百万円減）となり

ました。これは主に自社保有物件（名古屋市中区）に係る有形固定資産の売却480百万円によるものでありま

す。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、9,371百万円（前連結会計年度末比888百万円減）とな  

りました。これは主に短期借入金の減少1,147百万円と長期借入金の増加450百万円によるものであります。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,886百万円（前連結会計年度末比195百万円増）となり

ました。これは主に四半期純利益253百万円の計上と剰余金の配当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２四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

33百万円減少して、1,786百万円となりました。 

当第２四半期連結累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、375百万円（前第２四半期連結累計期間は、355百万円の増加）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399百万円及び減価償却費249百万円であり、支出の主な内

訳は、利息の支払額94百万円、法人税等の支払額83百万円及び未払消費税等の減少額75百万円によるものであ

ります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は、472百万円（前第２四半期連結累計期間は、主に有形固定資産の売却による収

入により1,157百万円の増加）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入495百万円によるもの

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、882百万円（前第２四半期連結累計期間は、主に短期借入金の純減額により

1,558百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出802百万円及び設備関係割賦債務

の返済による支出160百万円と長期借入金による収入200百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月期の通期連結業績見通しにつきましては、平成22年９月10日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」により公表した内容から変更はございません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

日本パーキング（株）(8997) 平成23年２月期 第２四半期決算短信

- 2 -



（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 

・簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

当第２四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２四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。  

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 1,786,263 1,819,997

たな卸資産 49,743 50,086

前払費用 721,277 681,973

繰延税金資産 22,098 20,607

その他 58,003 70,811

貸倒引当金 － △1,580

流動資産合計 2,637,386 2,641,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,145,746 3,516,054

土地 4,268,021 4,513,161

建設仮勘定 77,222 92,944

その他（純額） 534,888 534,850

有形固定資産合計 8,025,879 8,657,011

無形固定資産 112,569 117,596

投資その他の資産   

投資有価証券 232,945 219,943

繰延税金資産 403,936 426,088

敷金及び保証金 764,412 795,380

その他 82,572 93,310

貸倒引当金 △1,580 －

投資その他の資産合計 1,482,286 1,534,722

固定資産合計 9,620,735 10,309,330

資産合計 12,258,122 12,951,226
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 942,780 915,306

未払法人税等 142,780 77,072

賞与引当金 19,843 19,147

その他 828,322 934,491

流動負債合計 4,533,726 5,693,268

固定負債   

社債 250,000 250,000

長期借入金 3,463,910 3,013,050

長期未払金 609,256 778,866

退職給付引当金 50,809 47,020

役員退職慰労引当金 143,134 140,273

その他 320,588 337,755

固定負債合計 4,837,697 4,566,965

負債合計 9,371,424 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 1,103,262 903,469

自己株式 △63,059 △63,059

株主資本合計 2,883,860 2,684,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,836 6,924

評価・換算差額等合計 2,836 6,924

純資産合計 2,886,697 2,690,992

負債純資産合計 12,258,122 12,951,226
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 5,283,138 5,371,785

売上原価 4,679,792 4,544,975

売上総利益 603,346 826,809

販売費及び一般管理費 375,380 352,214

営業利益 227,965 474,595

営業外収益   

受取利息 641 572

受取配当金 196 492

自動販売機設置収入 8,622 11,339

匿名組合投資利益 16,389 16,462

その他 13,238 7,828

営業外収益合計 39,088 36,696

営業外費用   

支払利息 128,752 92,841

駐車場解約費 13,004 837

その他 8,701 2,415

営業外費用合計 150,457 96,095

経常利益 116,596 415,196

特別利益   

固定資産売却益 430,560 3,650

その他 300 －

特別利益合計 430,860 3,650

特別損失   

減損損失 16,992 16,887

その他 1,326 2,016

特別損失合計 18,319 18,903

税金等調整前四半期純利益 529,137 399,942

法人税等 238,248 146,040

四半期純利益 290,888 253,902
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 2,643,153 2,689,444

売上原価 2,325,269 2,259,226

売上総利益 317,884 430,217

販売費及び一般管理費 177,453 171,006

営業利益 140,430 259,211

営業外収益   

受取利息 381 346

受取配当金 196 492

自動販売機設置収入 4,556 6,284

匿名組合投資利益 7,961 7,935

その他 11,143 4,106

営業外収益合計 24,239 19,166

営業外費用   

支払利息 64,887 45,390

駐車場解約費 8,936 709

その他 1,151 818

営業外費用合計 74,975 46,918

経常利益 89,694 231,459

特別利益   

固定資産売却益 － 3,650

特別利益合計 － 3,650

特別損失   

減損損失 16,454 16,887

その他 － 2,016

特別損失合計 16,454 18,903

税金等調整前四半期純利益 73,239 216,206

法人税等 11,667 88,849

四半期純利益 61,572 127,356
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８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 529,137 399,942

減価償却費 299,444 249,146

減損損失 16,992 16,887

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） 779 695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,276 2,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,482 3,788

受取利息及び受取配当金 △837 △1,065

匿名組合投資損益（△は益） △16,389 △16,462

支払利息 128,752 92,841

駐車場解約費 13,004 837

有形固定資産売却損益（△は益） △430,560 △3,650

たな卸資産の増減額（△は増加） △918 343

前払費用の増減額（△は増加） △60,367 △35,432

未収入金の増減額（△は増加） △6,637 △8,374

前受金の増減額（△は減少） 6,100 21,176

未払金の増減額（△は減少） △28,685 △30,570

未払費用の増減額（△は減少） △963 △12,867

預り金の増減額（△は減少） △9,426 △10,703

未回収利用券の増減額（△は減少） △149 △80

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,675 △75,858

その他 △23,599 △41,081

小計 376,543 552,374

利息及び配当金の受取額 837 1,065

利息の支払額 △141,001 △94,116

法人税等の還付額 126,086 371

法人税等の支払額 △7,100 △83,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 355,366 375,741

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 △368,729 △104,912

有形固定資産の売却による収入 1,420,000 495,426

セール・アンド・リースバックによる収入 37,888 29,946

セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売
却代金の受入額

99,961 －

無形固定資産の取得による支出 △3,960 △940

投資有価証券の取得による支出 △3,178 △3,455

貸付金の回収による収入 2,322 25,526

敷金及び保証金の差入による支出 △32,600 △9,550

敷金及び保証金の回収による収入 8,150 40,518

預り敷金及び保証金の返還による支出 △2,504 △6,175

預り敷金及び保証金の受入による収入 11,496 7,533

長期前払費用の取得による支出 △11,805 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,157,040 472,916
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８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） △1,166,250 △66,250

長期借入れによる収入 1,000,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,454,022 △802,666

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 △1,491 △6,409

設備関係割賦債務の返済による支出 △162,259 △160,132

自己株式の取得による支出 △24,646 －

配当金の支払額 △237 △46,932

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,558,906 △882,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,499 △33,734

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 732,575 1,786,263
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該当事項はありません。 

［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21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）において、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。 

  

［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21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）において、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。 

  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）において、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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

１．信託受益権の取得ならびに匿名組合の解散について 

当社は、平成19年２月28日に所有する３物件（浦和駅前、相武台駅前、仙台一番町第２・第３）の土地及び建

物を信託銀行に信託し、当該信託受益権を特別目的会社である合同会社ＮＰＣパーキングアセット（以下「Ｓ

ＰＣ」という）に売却しました。また同時に当社は、信託銀行と当該３物件の賃貸借契約を締結し、時間貸し

駐車場として運営してまいりました。 

当社は、平成22年８月30日にＳＰＣが仙台一番町第２・第３の信託受益権を売却（平成23年３月まで賃貸借契

約により当社が営業を継続予定）したこと及び残る浦和駅前と相武台駅前は平成23年２月に流動化の期限を迎

えることから、平成22年９月８日に当該２物件の信託受益権の優先交渉権を行使し、信託受益権（土地及び建

物）を取得しました。また、ＳＰＣを営業者とする匿名組合は、２物件の信託受益権を当社に売却したことで

所有する物件がなくなるため、その目的を失い解散する見込みです。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象に関する注記

名称 

事業内容 

出資金 

解散予定時期  

当該物件の売却及びＳ

ＰＣ解散による影響額 

当該解散が営業活動へ

与える重要な影響等 

合同会社ＮＰＣパーキングアセット 

信託契約に基づく信託受益権の取得、保有及び処分等  

１百万円 

平成22年11月 

約220百万円の匿名組合投資利益の発生が見込まれます。        

解散に伴う営業活動への影響はありません。 
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２．固定資産の取得について 

前記２物件の信託受益権を取得すると同時に信託契約を解除し、下記の固定資産に係る所有権を当社に移転し

ました。 

所在地 

面積 

購入先  

購入金額 

契約日 

引渡日  

埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目67番地１他 

土地（公募面積1,877.27㎡）、建物（延床面積4,508.17㎡） 

合同会社ＮＰＣパーキングアセット 

1,400百万円 

平成22年９月30日  

平成22年９月30日 

所在地 

面積 

購入先  

購入金額 

契約日 

引渡日  

神奈川県座間市相武台一丁目4531番地９ 

土地（公募面積1,661.96㎡）、建物（延床面積4,837.87㎡） 

合同会社ＮＰＣパーキングアセット 

352百万円 

平成22年９月30日  

平成22年９月30日 
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３．資金の借入れについて 

前記２物件の固定資産の取得に充当するため、下記の金融機関より資金調達を実施しました。 

借入金の概要は以下のとおりであります。  

借入先 

借入金額 

借入金利 

借入実行日 

返済条件 

  

担保の種類・簿価 

株式会社みずほコーポレート銀行 

700百万円 

同行の短期プライムレートに基づく利率 

平成22年９月30日 

平成25年９月30日を最終返済期限とし、元本の120分の１を毎月均等返済し、 

平成25年９月30日に残金を一括返済 

当社駐車場（さいたま市）の第１位抵当権 

  

構築物 168,000千円

土地 1,232,000 〃 

計  1,400,000千円

借入先 

借入金額 

借入金利 

借入実行日 

返済条件 

  

担保の種類・簿価 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

700百万円 

短期金融市場金利に基づく利率 

平成22年９月30日 

平成27年９月30日を最終返済期限とし、元本の180分の１を毎月均等返済し、 

平成27年９月30日に残金を一括返済 

当社駐車場（さいたま市）の第１位抵当権 

  

構築物 168,000千円

土地 1,232,000 〃 

計  1,400,000千円

借入先 

借入金額 

借入金利 

借入実行日 

返済条件 

担保の種類・簿価 

株式会社三井住友銀行 

350百万円 

金融市場金利に基づく利率 

平成22年９月30日 

平成32年９月30日を最終返済期限とする120回均等返済 

当社駐車場（座間市） 

  

構築物 147,000千円

土地 205,000 〃 

計  352,000千円
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４．担保資産及び担保付債務について 

資金の借入れに伴い、担保資産及び担保付債務は以下のとおりとなります。  

変更前 

（平成22年８月31日） 

変更後 

（平成22年９月30日） 

担保資産及び担保付債務 

担保に提供している資産並びに担保付債務は、

次のとおりであります。 

  

（注）上記には、抵当権設定が留保されている土地

172,182千円が含まれております。 

担保資産   

建物及び構築物 1,451,084千円

土地 4,268,021 〃 

計  5,719,106千円

担保付債務   

１年内返済予定の長期借入金 724,300千円

長期借入金 3,227,330 〃 

計 3,951,630千円

担保資産及び担保付債務 

担保に提供している資産並びに担保付債務は、

次のとおりであります。  

  

（注）上記には、抵当権設定が留保されている土地

172,182千円が含まれております。 

担保資産   

建物及び構築物 1,761,240千円

土地 5,729,237 〃 

計  7,490,478千円

担保付債務   

１年内返済予定の長期借入金 875,952千円

長期借入金 4,825,678 〃 

計 5,701,630千円
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