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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２四半期連結累計期間（平成26年11月１日～平成27年４月30日）におけるわが国経済は、企

業収益や雇用環境の改善に加え、政府・日銀による各種政策効果の下支えもあり、景気は緩やかな

回復基調を辿りました。なお、個人消費については、消費増税後の回復の遅れや円安等を要因とし

た物価上昇の影響もあり、その足取りは弱さが残りました。 

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、駐車場とモビリティサ

ービスのネットワークを拡大し、新サービスの創出と多様なニーズに応えるきめ細かなオペレーシ

ョンを通じ、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２四半期

連結累計期間の当社グループの売上高は865億98百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益79億26百

万円（同8.7％減）、経常利益79億26百万円（同8.6％減）、四半期純利益49億６百万円（同7.8％

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」 

駐車場の開発と運用を１ユニットで行うエリア制を、より深化した「エリア密着」の体制とした

こと、行政・医療法人等の大型駐車場案件の委託需要を取り込む体制を強化したことにより、駐車

場の開発は概ね堅調に推移し、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14,6

53件（前連結会計年度末比104.7％）、運営台数は492,619台（同104.7％）、月極駐車場及び管理

受託駐車場を含めた総運営件数は16,099件（同104.4％）、総運営台数は601,046台（同104.4％）

となりました。また、そのエリアに密着した体制を徹底し、きめ細やかな運営施策を展開したもの

の、平成26年4月の消費増税以降続く交通量の減少をはじめ外部環境が影響し、当事業の売上高

（セグメント間の内部売上高を含む）は655億87百万円（前年同期比4.2％増）となり、営業利益は

107億37百万円（同11.8％減）となりました。 

 

「モビリティ事業」 

タイムズカーについては、車両利用状況のコンサルティングによる法人営業、メンテナンス機能

の充実による不稼働時間の低減を図ったほか、新幹線停車駅・空港など交通結節ポイントへの車両

配備、レンタカーの簡易貸出サービス「ピッとGo」の導入等、さらに利用しやすい環境作りをすす

めております。また、超小型電気自動車「TOYOTA ｉ-ROAD」による都心部におけるワンウェイ型シ

ェアリングサービスの実証実験の開始、ユーズドカーの個人向けWeb販売など、グループの事業基

盤を活用した新たな取り組みを行っております。 

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104.

6％の37,990台（うち、カーシェアリングサービスの車両台数は11,851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210億89百万円（前年同期比16.8％増）、営業利益は６

億10百万円（前年同期は１億12百万円の営業損失）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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比11億27百万円減少して1,341億66

百万円となりました。主な増減と致しましては、増加で機械装置及び運搬具（純額）が10億68百万

円、長期前払費用等を含む投資その他の資産が４億50百万円、減少で現金及び預金が39億１百万円

となっています。 

 負債合計は、同１億46百万円減少し、749億56百万円となりました。主な増減と致しましては、

未払金等を含む流動負債のその他の増加12億２百万円に対し、未払法人税等の減少６億57百万円、

会計基準の改正による退職給付に係る負債の減少11億95百万円が主な要因となっています。 

 純資産は、負債の項目でも述べた退職給付に関する会計基準の改正により期首利益剰余金が８億

81百万円増加したことに加え、四半期純利益の計上による増加49億６百万円、利益剰余金の配当に

よる減少72億58百万円などにより、同９億80百万円減少し、592億９百万円となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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39億１百

万円減少し、117億91百万円となりました。 

 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、157億23百万円（前年同期比12億92百万円の増

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

177億28百万円に対し、法人税等の支払額35億68百万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、106億25百万円（前年同期比13億22百万円の増加）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83億４百万円、長期前払費用の取得による支出18億２百万円によるものです。 

（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、90億16百万円の資金の支出（前年同期比７億83百万円の

支出の増加）となりました。これは、短期借入金の純増額16億円、長期借入れによる収入11億50百

万円、株式の発行による収入２億24百万円があった一方、配当金の支払額72億40百万円、長期借入

金の返済27億35百万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27年10月期の連結業績予想につきましては、「平成26年10月期 決算短信」（平成26年12月

15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 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27

年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適

用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び

勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ

変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率に

よる方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率

による方法へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う

影響額を利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が11億95百万円減少するととも

に退職給付に係る資産が１億72百万円増加し、利益剰余金が８億81百万円増加しております。また、

当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は軽微であります。 
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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26年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,709 11,807

受取手形及び売掛金 7,313 7,436

たな卸資産 767 838

その他 11,432 11,445

貸倒引当金 △74 △72

流動資産合計 35,148 31,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,124 12,153

機械装置及び運搬具（純額） 28,175 29,244

土地 24,303 24,303

リース資産（純額） 13,705 14,125

その他（純額） 4,196 4,769

有形固定資産合計 82,505 84,596

無形固定資産

のれん 693 617

その他 1,461 1,563

無形固定資産合計 2,155 2,180

投資その他の資産 15,484 15,934

固定資産合計 100,145 102,710

資産合計 135,293 134,166

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 617 496

短期借入金 6,235 7,600

未払法人税等 3,725 3,067

賞与引当金 1,289 1,401

引当金 84 38

その他 20,322 21,524

流動負債合計 32,274 34,128

固定負債

新株予約権付社債 21,000 21,000

長期借入金 7,287 5,937

退職給付に係る負債 1,195 －

資産除去債務 4,247 4,411

その他 9,097 9,478

固定負債合計 42,828 40,827

負債合計 75,103 74,956
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,219 8,357

資本剰余金 9,972 10,109

利益剰余金 42,842 41,371

自己株式 △1 △1

株主資本合計 61,032 59,836

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 97 116

土地再評価差額金 △1,052 △1,052

為替換算調整勘定 13 130

退職給付に係る調整累計額 △300 △250

その他の包括利益累計額合計 △1,241 △1,055

新株予約権 399 428

純資産合計 60,190 59,209

負債純資産合計 135,293 134,166
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
　至 平成26年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

売上高 80,932 86,598

売上原価 59,510 65,229

売上総利益 21,421 21,368

販売費及び一般管理費 12,738 13,442

営業利益 8,683 7,926

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 2 2

持分法による投資利益 18 －

駐車場違約金収入 37 15

未利用チケット収入 83 79

為替差益 19 97

その他 77 51

営業外収益合計 239 248

営業外費用

支払利息 57 33

持分法による投資損失 － 8

駐車場解約費 178 188

その他 11 17

営業外費用合計 247 248

経常利益 8,675 7,926

特別損失

固定資産除却損 23 21

投資有価証券売却損 － 8

特別損失合計 23 29

税金等調整前四半期純利益 8,652 7,896

法人税、住民税及び事業税 3,320 2,997

法人税等調整額 10 △7

法人税等合計 3,330 2,989

少数株主損益調整前四半期純利益 5,322 4,906

四半期純利益 5,322 4,906
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
　至 平成26年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,322 4,906

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6 19

為替換算調整勘定 6 44

退職給付に係る調整額 － 49

持分法適用会社に対する持分相当額 58 72

その他の包括利益合計 71 185

四半期包括利益 5,393 5,092

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,393 5,092
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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２四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
　至 平成26年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30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 8,652 7,896

減価償却費 8,779 9,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △270 －

受取利息及び受取配当金 △3 △3

支払利息 57 33

固定資産除却損 23 21

売上債権の増減額（△は増加） △80 △120

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,034 1,210

仕入債務の増減額（△は減少） 200 △121

未収入金の増減額（△は増加） △1,081 △184

前払費用の増減額（△は増加） △89 156

未払金の増減額（△は減少） 988 450

設備関係支払手形の増減額（△は減少） △29 △386

その他 749 538

小計 18,923 19,323

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △57 △34

法人税等の支払額 △4,437 △3,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,431 15,723

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 △6 △6

定期預金の払戻による収入 6 6

有形固定資産の取得による支出 △6,800 △8,304

有形固定資産の売却による収入 24 24

無形固定資産の取得による支出 △216 △286

投資有価証券の取得による支出 △500 －

長期前払費用の取得による支出 △1,463 △1,802

その他 △347 △255

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,303 △10,625

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） 3,000 1,600

長期借入れによる収入 1,400 1,150

長期借入金の返済による支出 △5,583 △2,735

リース債務の返済による支出 △1,807 △2,014

株式の発行による収入 835 224

自己株式の取得による支出 △309 －

配当金の支払額 △5,768 △7,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,232 △9,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,102 △3,901

現金及び現金同等物の期首残高 15,310 15,693

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,207 11,791
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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２四半期連結累計期間（自  平成25年11月１日  至  平成26年４月30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 62,894 18,038 80,932 － 80,932

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

60 17 77 △77 －

計 62,955 18,055 81,010 △77 80,932

  セグメント利益又は損失（△） 12,172 △112 12,059 △3,376 8,683

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△3,376百万円には、のれんの償却額△178百万円、全社費用 

△3,198百万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２四半期連結累計期間（自  平成26年11月１日  至  平成27年４月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益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 65,549 21,049 86,598 － 86,598

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

38 40 78 △78 －

計 65,587 21,089 86,677 △78 86,598

  セグメント利益 10,737 610 11,348 △3,421 7,926

(注)１ セグメント利益の調整額△3,421百万円には、のれんの償却額△76百万円、全社費用△3,344百万円

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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