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（百万円未満切捨て） 
１．平成22年9月期第3四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年6月30日） 
（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 9月期第3四半期 5,011 12.0 975 37.4 757 53.7 394 70.0
21年 9月期第3四半期 4,473  － 710  － 492  － 231  －

 

 
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 9月期第3四半期 8,668.51 8,647.93
21年 9月期第3四半期 5,004.05 －

 
（２）連結財政状態 

 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 9月期第3四半期 17,615 5,070 28.7 111,390.32
21年 9月期 17,608 4,793 27.2 105,454.04

（参考）自己資本 22年9月期第3四半期 5,063百万円 21年9月期 4,793百万円 

 
２．配当の状況 

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 9月期 － 0.00 － 1,000.00 1,000.00 
22年 9月期 － 0.00 －  

22年 9月期(予想)  1,200.00 1,200.00 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 

 
３．平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 6,680 10.2 1,230 21.1 929 28.7 480 35.6 10,559.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

 



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

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

 新規 －社 (社名)  除外 －社 (社名)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 

② ①以外の変更 ： 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年9月期3Ｑ 47,532株 21年9月期 47,532株

② 期末自己株式数 22年9月期3Ｑ 2,075株 21年9月期 2,075株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年9月期3Ｑ 45,457株 21年9月期3Ｑ 46,319株

 
 
※ 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）3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。 
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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（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日）における我が国の景気は、

円高による短期的な輸出下押し要因や、株安による逆資産効果、企業マインドの悪化による設備投資や個人

消費への悪影響が懸念されるものの、世界経済は回復基調にあり、企業の収益や景況感は引き続き改善して

おります。 

当社グループの属する駐車場業界においては、住宅ローン減税や住宅版エコポイントなど政府の支援策が

追い風となりマンション需要が回復するなど、不動産市況の持ち直しにより建築関係の駐車場利用が回復し

てきております。 

このような中で、当社グループは積極的な営業活動を行い、賃借駐車場の新規開設と不採算事業地の採算

向上を進めました。その結果、当第３四半期連結累計期間においては101件1,081車室の新規開設、42件575

車室の減少により、59件506車室の純増となり、６月末現在768件11,083車室が稼働しております。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、新規駐車場においては採算性の高い事業地の開設を行い、既存駐車

場については運営コストの低減を行うことにより大幅な増益となっております。 

以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,011百万円（前年同期比12.0％増）、営業利益975百万

円（同37.4％増）、経常利益757百万円（同53.7％増）、四半期純利益394百万円（同70.0％増）を計上いたし

ました。 

今後につきましては、既存駐車場において、引き続き採算性を重視した駐車料金見直しを行うとともに、

営業力の強化による新規駐車場の量的拡大を図ってまいります。 

 

なお、当社グループの具体的な事業区分別の状況は以下のとおりであります。 

 

（賃借駐車場） 

当第３四半期連結累計期間においては59件498車室の純増となり、６月末現在においては668件7,540車室

が稼働しております。車室数の堅調な増加により、売上高3,896百万円（前年同期比16.9％増）となりまし

た。 

 

（保有駐車場） 

当第３四半期連結累計期間においては１件17車室の取得及び１件９車室の売却により８車室の純増とな

り、６月末現在においては100件3,543車室が稼働しております。売上高989百万円（同3.3％減）と微減と

なりました。 

 

（その他事業） 

その他事業に関しては、不動産賃貸収入、自動販売機関連売上及び駐輪場売上により、売上高125百万円

（同7.9％増）となりました。 

 

事業区分別の売上高は以下のとおりであります。 

 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 

至 平成22年６月30日）

前年同期間 

（自 平成20年10月１日 

至 平成21年６月30日）

前連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 

至 平成21年９月30日）

事業区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

賃借駐車場 3,896 3,334 4,538 

保有駐車場 989 1,023 1,361 

その他事業 125 116 159 

合計 5,011 4,473 6,060 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は17,615百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円増加

いたしました。これは主に土地が減少（117百万円）したものの、有形固定資産におけるリース資産の増加（205

百万円）及び新システム導入による無形固定資産の増加（59百万円）によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債の部は12,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円

減少いたしました。これは主に長期借入金の減少（563百万円）によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の部は5,070百万円となり、前連結会計年度末に比べ277百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益により利益剰余金が増加（348百万円）したことによるもので

あります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の27.2％から28.7％となっております。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ86

百万円減少し、1,483百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。 

 

（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資金は前年同四半期に比べ225百万円増加し、589百万円となりました。これは主

として、税金等調整前四半期純利益742百万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） 

投資活動により使用した資金は前年同四半期に比べ437百万円減少し、19百万円となりました。これは主と

して、有形固定資産の取得による支出108百万円、有形固定資産の売却による収入177百万円及び無形固定資

産の取得による支出63百万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） 

財務活動により得られた資金は前年同四半期は43百万円でしたが、当第３四半期連結会計期間は財務活動

に656百万円使用いたしました。これは主として、長期借入金の返済による支出686百万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 

今後の経済情勢につきましては、経済対策効果の一巡や欧州経済の下振れなどのリスクを内包しているも

のの、緩やかな自律的回復が続いていくと思われます。 

当社グループの属する駐車場業界におきましては、国内不動産市況の回復による賃借駐車場の解約増加が

懸念される一方、景気回復期待や政府の住宅取得支援策による建築増加に伴う工事関係車両の利用増加に加

え、景気回復による駐車場利用者の増加が期待されます。 

このような状況のもと、新規駐車場においては柔軟な契約形態及び精緻な収支予測に基づく案件の獲得、

既存駐車場においては駐車料金及びコストの見直しによる収益性の向上を目指してまいります。 

上記の施策を推し進めた結果、当期業績につきましては過去最高益を更新するペースで推移しており、平

成21年11月6日に発表した連結業績予想を上方修正しております。詳細は本日付公表の「業績予想及び配当予

想の修正に関するお知らせ」を御参照願います。 

 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや

不確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が公表している見通しと異なる可能性があります。 
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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 

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末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。 

 

（特有の会計処理） 

税金費用の計算 

税金費用の計算については、当第３四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

じて計算する方法を採用しております。 

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) 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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,507,918 1,583,297

売掛金 38,970 41,204

その他 372,411 349,650

貸倒引当金 △405 △736

流動資産合計 1,918,894 1,973,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,044,738 1,105,118

土地 13,536,045 13,653,483

リース資産（純額） 530,192 325,173

その他（純額） 131,409 206,741

有形固定資産合計 15,242,385 15,290,516

無形固定資産 71,346 11,356

投資その他の資産 383,126 333,432

固定資産合計 15,696,858 15,635,305

資産合計 17,615,752 17,608,720

負債の部   

流動負債   

買掛金 71,877 56,440

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 931,688 909,388

未払法人税等 209,961 192,091

賞与引当金 10,365 18,065

その他 292,885 313,152

流動負債合計 1,536,776 1,509,138

固定負債   

社債 350,000 370,000

長期借入金 9,292,975 9,856,636

その他 1,365,248 1,079,322

固定負債合計 11,008,223 11,305,958

負債合計 12,545,000 12,815,096
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,576,807 1,576,807

資本剰余金 1,606,807 1,606,807

利益剰余金 2,223,814 1,875,227

自己株式 △100,841 △100,841

株主資本合計 5,306,587 4,958,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 356 4,047

繰延ヘッジ損益 △243,474 △168,423

評価・換算差額等合計 △243,118 △164,376

新株予約権 7,282 －

純資産合計 5,070,751 4,793,624

負債純資産合計 17,615,752 17,608,720
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,473,342 5,011,297

売上原価 3,258,349 3,479,906

売上総利益 1,214,992 1,531,391

販売費及び一般管理費 504,813 555,601

営業利益 710,179 975,789

営業外収益   

受取利息 736 244

受取補償金 － 1,908

その他 2,546 2,831

営業外収益合計 3,282 4,984

営業外費用   

支払利息 210,243 217,564

その他 10,604 5,971

営業外費用合計 220,847 223,535

経常利益 492,614 757,238

特別利益   

固定資産売却益 － 108,169

特別利益合計 － 108,169

特別損失   

固定資産除却損 14,054 17,050

減損損失 － 93,277

固定資産売却損 2,384 －

販売用不動産評価損 40,087 －

特別損失合計 56,526 110,328

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 436,087 755,080

匿名組合損益分配額 14,157 12,575

税金等調整前四半期純利益 421,930 742,505

法人税等 190,147 348,460

四半期純利益 231,783 394,044
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,507,316 1,670,728

売上原価 1,097,237 1,163,691

売上総利益 410,079 507,036

販売費及び一般管理費 164,199 188,474

営業利益 245,880 318,562

営業外収益   

受取利息 24 12

受取配当金 177 202

保険返戻金 － 721

その他 662 955

営業外収益合計 864 1,891

営業外費用   

支払利息 70,004 73,001

その他 6,079 2,068

営業外費用合計 76,084 75,070

経常利益 170,660 245,384

特別利益   

固定資産売却益 － 107,328

特別利益合計 － 107,328

特別損失   

固定資産除却損 9,274 7,655

減損損失 － 93,277

特別損失合計 9,274 100,932

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 161,385 251,779

匿名組合損益分配額 4,695 3,088

税金等調整前四半期純利益 156,690 248,691

法人税等 70,466 143,032

四半期純利益 86,223 105,659
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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 421,930 742,505

減価償却費 105,946 163,589

減損損失 － 93,277

販売用不動産評価損 40,087 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,863 △7,700

受取利息及び受取配当金 △1,039 △573

支払利息 210,243 217,564

有形固定資産売却損益（△は益） 2,384 △108,169

有形固定資産除却損 14,054 17,050

売上債権の増減額（△は増加） △3,290 2,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △324 339

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13 △22,081

仕入債務の増減額（△は減少） △6,952 15,436

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,284 398

その他 △15,138 13,045

小計 770,309 1,126,916

利息及び配当金の受取額 1,039 573

利息の支払額 △210,781 △220,575

法人税等の支払額 △196,416 △317,470

営業活動によるキャッシュ・フロー 364,151 589,443

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 △12,005 △17,511

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △448,838 △108,448

有形固定資産の売却による収入 10,136 177,879

無形固定資産の取得による支出 － △63,899

敷金及び保証金の差入による支出 △8,947 △15,244

その他 △4,013 1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー △457,668 △19,855

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 200,000

短期借入金の返済による支出 － △200,000

長期借入れによる収入 640,980 145,000

長期借入金の返済による支出 △587,082 △686,361

社債の発行による収入 400,000 －

社債の償還による支出 △310,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △99,967 －

リース債務の返済による支出 － △50,377

配当金の支払額 － △44,739

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,930 △656,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,586 △86,890

現金及び現金同等物の期首残高 1,562,046 1,570,790

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,512,459 1,483,899
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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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会

計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成

20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平

成22年６月30日） 

当社グループは、駐車場の運営及び管理に関連する事業を単一の事業として運営しており、これ以外

に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会

計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成

20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平

成22年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会

計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成

20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平

成22年６月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(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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