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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３四半期連結累計期間（平成25年11月１日～平成26年７月31日）におけるわが国経済は、企

業の業況感の改善等により設備投資や生産、雇用が回復傾向にあるものの、物価は緩やかに上昇し、

個人消費については消費税率引上げに伴う弱い動きもみられております。建設工事費や資源エネル

ギー価格の上昇、新興国を中心とした海外景気の下振れリスク等もあり、その先行きは不透明な状

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

組んでまいりましたが、２月に発生した記録的大雪による道路交通量の極端な減少、消費増税後の

消費者マインドの低下、ガソリン高を背景としたクルマの乗り控え等、「駐車場事業」「モビリテ

ィ事業」共に、相対的に厳しい事業環境が継続しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は1,226億４百万円（前年同期比

8.2％増）、営業利益126億65百万円（同6.2％減）、経常利益125億63百万円（同6.3％減）、四半

期純利益76億13百万円（同0.9％減）となりました。 

 

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」 

今期から導入したより細分化された地域ごとに開発と運用を１ユニットで営業活動するエリア制

への体制変更、商業施設のアウトソーシング需要の取込等により駐車場開発は順調に進み、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13,742件（前連結会計年度末比107.6％）、

運営台数は463,151台（同107.4％）、月極駐車場及び管理受託駐車場を含めた総運営件数は15,185

件（同106.9％）、総運営台数は568,149台（同106.2％）となりました。 

またその体制により、直近の利用データのみならず将来の周辺環境の変化に応じたきめ細かい運

営施策を行うことで収益力の向上を図ったものの、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を

含む）は949億85百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は178億95百万円（同2.5％減）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、Web予約や法人向け営業の強化、お客様サービス品質の向上等

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

等により、さらに利用しやすい環境作りをすすめており、個人のお客様のみならず法人のお客様の

ご利用も増加してきました。またモビリティ事業のバックヤード機能を充実させることにより、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

115.1％の37,967台（うち、カーシェアリングサービスの車両台数は9,484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277億24百万円（前年同期比18.3％増）、営業損失は

15百万円（前年同期は３億38百万円の営業損失）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75億70百万円増加して1,341億45

百万円となりました。これは主として機械装置及び運搬具、リース資産等の有形固定資産が47億60

百万円増加したことなどによるものです。 

 負債合計は、同49億65百万円増加し765億71百万円となりました。これは長・短借入金の増加14

億63百万円、資産除去債務の増加２億53百万円のほか、流動負債その他に含まれる設備関係支払手

形の増加などによるものです。 

 純資産は、利益剰余金の配当により57億73百万円減少した一方、四半期純利益の計上により76億

13百万円、ストック・オプションの行使による新株の発行により10億36百万円増加したことなどに

より、同26億５百万円増加し575億73百万円となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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13億42百

万円減少し、139億67百万円となりました。 

 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、190億74百万円（前年同期比54億36百万円の増

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

259億49百万円に対し、法人税等の支払額75億51百万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、137億84百万円（前年同期比33億１百万円の増加）と

なりました。これは主として、レンタカー等貸出車両の取得やタイムズ駐車場の開設に伴う、有形

固定資産の取得による支出99億71百万円、長期前払費用の取得による支出24億47百万円によるもの

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、66億36百万円の資金の支出（前年同期比55億89百万円の

支出の増加）となりました。これは、長期借入れによる収入74億円、株式の発行による収入が８億

46百万円あった一方、配当金の支払額57億75百万円、長期借入金の返済58億86百万円、リース債務

の返済28億61百万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。 

 

(4) 追加情報 

（法人税率の変更等による影響） 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、

平成26年４月１日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日

に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％に変更さ

れることとなります。なお、この変更による影響額は軽微であります。 
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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３四半期連結累計期間（自  平成24年11月１日  至  平成25年７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 89,916 23,404 113,320 － 113,320 

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 83 29 112 △112 － 

計 89,999 23,434 113,433 △112 113,320 

  セグメント利益又は損失（△） 18,361 △338 18,022 △4,527 13,495 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△4,527百万円には、のれんの償却額△267百万円、全社費用
△4,259百万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３四半期連結累計期間（自  平成25年11月１日  至  平成26年７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 94,906 27,698 122,604 － 122,604 

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 79 26 105 △105 － 

計 94,985 27,724 122,709 △105 122,604 

  セグメント利益又は損失（△） 17,895 △15 17,879 △5,214 12,665 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△5,214百万円には、のれんの償却額△267百万円、全社費用 
△4,946百万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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