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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年11月１日～平成26年１月31日）におけるわが国経済は、貿

易・サービス収支の赤字傾向が続いているものの、製造業を中心とする業況感の改善等により設備

投資や生産が緩やかに回復し、物価や個人消費も底堅く推移する状況となっております。 

このような環境のもと当社グループは、快適なクルマ社会の実現に向け、「駐車場事業」におい

ては収益のベースとなる総運営件数・台数の拡大に、「モビリティ事業」においてはレンタカーサ

ービスにおけるサービス品質の向上、カーシェアリングサービスにおける規模拡大と収益化に取り

組み、ポイントプログラムの充実等を通じてドライバーの方々の支持を得ることに努めてまいりま

した。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は410億35百万円（前年同期比

11.9％増）、営業利益49億29百万円（同4.6％増）、経常利益49億39百万円（同4.7％増）、四半期

純利益32億19百万円（同14.0％増）と増収増益になりました。 

 

報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
 
「駐車場事業」 

地域に密着した営業活動や、法人・行政のアウトソーシング需要を取り込むことにより新規駐車

場を開発しエリアドミナントの深耕を図っております。運営中の駐車場については、近隣店舗向け

の駐車チケット等の販売データの分析を通じ、個々の駐車場の特性に応じた運営施策を行うことで

収益の最大化に努めております。 

この結果、当四半期連結累計期間末におけるタイムズ駐車場の運営件数は12,970件（前連結会計

年度末比101.6％）、運営台数は436,473台（同101.3％）、月極駐車場及び管理受託駐車場を含め

た総運営件数は14,416件（同101.5％）、総運営台数は541,029台（同101.2％）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318億67百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は

68億72百万円（同10.7％増）となりました。 

 

「モビリティ事業」 

レンタカーサービスについては、お客様サービス品質の向上、Web予約や法人向け営業の強化等

に努めております。また、カーシェアリングサービスについては、配備車両の増加と運用システム

の改善等により、さらに利用しやすい環境作りをすすめるとともに、バックヤード機能の充実を図

ることで車両メンテナンス費用及び不稼働時間の低減を図っております。 

 この結果、モビリティ事業全体の当四半期連結累計期間末の車両台数は前連結会計年度末比

100.8％の33,247台（うち、カーシェアリングサービスの車両台数は7,691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92億９百万円（前年同期比22.9％増）、営業損失は２

億61百万円（前年同期は33百万円の営業損失）となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比９億60百万円減少して1,256億14

百万円となりました。これは主として現金及び預金が12億68百万円減少したことなどによるもので

す。 

 負債合計は、同10億42百万円増加し、726億48百万円となりました。主な増減と致しましては、

未払法人税等の減少26億93百万円、長・短借入金の増加34億46百万円となっております。 

 純資産は、四半期純利益の計上により32億19百万円、ストック・オプションの行使による新株の

発行により９億25百万円増加したほか、利益剰余金の配当により57億73百万円減少したことなどに

より、同20億２百万円減少し、529億65百万円となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累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12億68百

万円減少し、140億42百万円となりました。 

 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、59億31百万円（前年同期比39億14百万円の増加）

となりました。主な内訳といたしましては、減価償却費を加えた税金等調整前四半期純利益91億83

百万円に対し、法人税等の支払額41億54百万円があったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用したキャッシュ･フローは、44億59百万円（前年同期比14億13百万円の増加）と

なりました。これは主として、タイムズ駐車場の開設や営業車両の取得に伴う、有形固定資産の取

得による支出36億25百万円、長期前払費用の取得による支出６億65百万円によるものです。 

（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、27億43百万円の資金の支出（前年同期比17億37百万円の

支出の増加）となりました。これは、短期借入金の純増23億50百万円、長期借入れによる収入14億

円、株式の発行による収入が７億59百万円あった一方、配当金の支払額57億80百万円、長期借入金

の返済３億３百万円、自己株式の取得３億９百万円があったことなどによるものです。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年10月期の連結業績予想につきましては、「平成25年10月期 決算短信」（平成25年12月

16日付）で公表した数値に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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)

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,326 14,058

受取手形及び売掛金 6,710 6,428

たな卸資産 692 728

その他 10,018 11,097

貸倒引当金 △24 △25

流動資産合計 32,722 32,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,194 12,190

機械装置及び運搬具（純額） 25,271 24,502

土地 24,303 24,303

リース資産（純額） 12,627 12,595

その他（純額） 3,798 3,726

有形固定資産合計 78,195 77,318

無形固定資産

のれん 1,355 1,265

その他 1,191 1,308

無形固定資産合計 2,546 2,574

投資その他の資産 13,110 13,435

固定資産合計 93,852 93,328

資産合計 126,574 125,614

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 492 518

短期借入金 8,666 11,370

未払法人税等 4,411 1,718

賞与引当金 1,139 585

引当金 102 25

その他 17,074 18,165

流動負債合計 31,885 32,382

固定負債

新株予約権付社債 21,000 21,000

長期借入金 5,372 6,115

退職給付引当金 691 681

引当金 278 －

資産除去債務 4,033 4,092

その他 8,344 8,377

固定負債合計 39,721 40,265

負債合計 71,606 72,648
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,675 8,138

資本剰余金 9,428 9,890

利益剰余金 47,878 45,324

自己株式 △9,343 △9,652

株主資本合計 55,639 53,701

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70 92

土地再評価差額金 △1,052 △1,052

為替換算調整勘定 △113 △87

その他の包括利益累計額合計 △1,096 △1,047

新株予約権 425 312

純資産合計 54,968 52,965

負債純資産合計 126,574 125,614
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

売上高 36,685 41,035

売上原価 26,279 29,654

売上総利益 10,406 11,381

販売費及び一般管理費 5,693 6,451

営業利益 4,713 4,929

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

持分法による投資利益 3 4

駐車場違約金収入 24 18

未利用チケット収入 34 38

為替差益 73 16

その他 33 26

営業外収益合計 171 107

営業外費用

支払利息 74 30

駐車場解約費 62 58

その他 29 8

営業外費用合計 166 97

経常利益 4,717 4,939

税金等調整前四半期純利益 4,717 4,939

法人税、住民税及び事業税 1,335 1,596

法人税等調整額 559 123

法人税等合計 1,894 1,719

少数株主損益調整前四半期純利益 2,823 3,219

四半期純利益 2,823 3,219
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,823 3,219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15 22

為替換算調整勘定 45 5

持分法適用会社に対する持分相当額 89 20

その他の包括利益合計 150 48

四半期包括利益 2,973 3,268

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,973 3,268
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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１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１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 4,717 4,939

減価償却費 3,789 4,243

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 △278

受取利息及び受取配当金 △2 △2

支払利息 74 30

売上債権の増減額（△は増加） 683 282

たな卸資産の増減額（△は増加） 169 777

仕入債務の増減額（△は減少） △668 25

未収入金の増減額（△は増加） 274 △117

前払費用の増減額（△は増加） 329 387

未払金の増減額（△は減少） △1,484 127

設備関係支払手形の増減額（△は減少） 93 △154

その他 △426 △138

小計 7,531 10,108

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △74 △25

法人税等の支払額 △5,442 △4,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,016 5,931

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 △2,134 △3,625

有形固定資産の売却による収入 6 11

無形固定資産の取得による支出 △79 △92

長期前払費用の取得による支出 △735 △665

その他 △103 △86

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,045 △4,459

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） 8,866 2,350

長期借入れによる収入 1,700 1,400

長期借入金の返済による支出 △6,137 △303

リース債務の返済による支出 △670 △860

株式の発行による収入 274 759

自己株式の取得による支出 － △309

配当金の支払額 △5,038 △5,780

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,006 △2,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 30 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,004 △1,268

現金及び現金同等物の期首残高 12,028 15,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,023 14,042
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等) 

    Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年11月１日  至  平成25年１月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 駐車場事業 モビリティ事業 計 

売上高      

  外部顧客への売上高 29,198 7,486 36,685 － 36,685 

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 31 7 38 △38 － 

計 29,230 7,494 36,724 △38 36,685 

  セグメント利益又は損失（△） 6,208 △33 6,174 △1,461 4,713 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△1,461百万円には、のれんの償却額△89百万円、全社費用△
1,372百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管
理部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

    Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年11月１日  至  平成26年１月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 駐車場事業 モビリティ事業 計 

売上高      

  外部顧客への売上高 31,835 9,200 41,035 － 41,035 

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 32 9 41 △41 － 

計 31,867 9,209 41,077 △41 41,035 

  セグメント利益又は損失（△） 6,872 △261 6,611 △1,681 4,929 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△1,681百万円には、のれんの償却額△89百万円、全社費用△
1,592百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管
理部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 

(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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