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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                              （％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（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
20 年６月期第１四半期 1,005   5.3 68  △11.7 64  △3.2 34  △47.1

19 年６月期第１四半期 955    － 78    － 66    － 65    －

19 年６月期 3,824   13.4 181   40.2 142   26.7 150   427.6

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円  銭 円  銭
20 年６月期第１四半期 3,884  84 3,764  67

19 年６月期第１四半期 8,312  99 －  －

19 年６月期 17,923  39 17,191  27

(注)１．平成 19 年６月期第１四半期より四半期概況の開示を行っておりますので、平成 19 年６月期第１四半期の 

対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  ２．平成 19 年６月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存 

在するものの、当社は平成 18 年 12 月 12 日付けで福証 Q-Board へ上場致しましたので、期中平均株価が 

把握できない為記載しておりません。 

 

(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

20 年６月期第１四半期 1,603 504 31.5 56,915  82

19 年６月期第１四半期 1,559 191 12.3 24,460  43

19 年６月期 1,626 470 28.9 53,031  15

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月期第１四半期 33 △5 △33 433

19 年６月期第１四半期 26 △16 19 325

19 年６月期 112 89 △59 439

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭
19 年６月期 －  － －  － －  －

20 年６月期   

20 年６月期（予想） －  － 2,100  00
2,100  00
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３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 2,012  6.9 84 △26.4 78  △4.9 40 △56.8 4,511  62

通     期 4,170  9.0 187   3.2 174  22.4 96 △36.1 10,827  88

 

４．その他 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子

会社の異動） 

： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。 

 

５．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                              （％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（当期）純利

益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20 年６月期第１四半期 997   5.6 71  △15.5 67  △8.3 37  △48.2

19 年６月期第１四半期 944    － 84    － 73    － 71    －

19 年６月期 3,771   20.4 197   137.8 157   114.8 166    －

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 
 円   銭

20 年６月期第１四半期 4,193   62

19 年６月期第１四半期 9,175   16

19 年６月期 19,820   89

 

(2) 個別財政状態 

 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

20 年６月期第１四半期 1,593 496 31.2 56,030  38

19 年６月期第１四半期 1,535 171 11.2 21,935  72

19 年６月期 1,611 459 28.5 51,836  93

 

６．平成 20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 1,990  6.7 89  △29.9 82 △13.6 45  △57.4 5,075  57

通     期 4,092  8.5 182  △7.7 169   7.1 93  △44.0 10,489  51
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※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は「【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報」

をご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期におけるわが国経済は、企業業績の改善による設備投資の増加や、個人消費の増加等によ

り景気は緩やかに回復基調にある一方で、原油価格の高止まりや米国サブプライムローン問題の信用不安

等による懸念材料をかかえたまま推移いたしました。 

当駐車場業界におきましては、昨年 6月施行の道路交通法改正による違法駐車取締り強化に伴う効果と

いう点では一服感があるものの、都市部を中心に依然として駐車場不足は解消されておらず、駐車場需要

は堅調に推移しております。 

このような状況の中、当社グループは主力の駐車場事業において、前下半期より継続して営業力の強化

を重点課題として新規駐車場の開発に注力してまいりました。その効果が 大限に発生するよう人員の育

成等に努めている途上ではありますが、当第 1 四半期末の駐車場数は前期末より 9 ヶ所増加の 313 ヶ所、

車室数は 724 車室増加の 16,600 車室を確保、売上高 1,005,941 千円（前年同期比 5.3％増）となりました。

一方、当第 1四半期には先行投資的な経費が増加したことによる影響もあり、利益面においては前年同期

を下回ることとなりました。新規駐車場のオープンに伴う設備投資額が増加したこと、前年同期には道交

法改正の影響により一時的に高まった駐車場需要が改正前の水準に戻ったことに加え、営業の増員等によ

り人件費を中心に販売費及び一般管理費が前年同期より 8.0％増加したのに対し営業力強化の効果が当第

1四半期においてはまだ限定的であったこと等により、営業利益 68,974 千円（前年同期比 11.7％減）、経

常利益 64,743 千円（前年同期比 3.2％減）となりました。第 1 四半期純利益は法人税等充当額を 29,900

千円計上し、34,443 千円（前年同期比 47.1％減）となりました。 

 

セグメント別の業績については、以下の通りであります。 

●駐車場事業 

 営業人員の増加等による営業力強化を図り、新規駐車場開発の推進および既存駐車場の収益力向上に注

力した結果、売上高は 997,292 千円（前年同期比 5.6％増）となりました。営業利益は営業人員増加によ

る人件費の上昇、新規駐車場オープン経費増加の影響もあり 72,035 千円（前年同期比 15.0％減）となり

ました。売上高の内訳は、直営店方式 800,936 千円（前年同期比 6.9％増）、加盟店方式 138,545 千円（前

年同期比 5.7％増）、管理受託方式 45,112 千円（前年同期比 2.6％減）、機械販売等 12,696 千円（前年同

期比 30.6％減）となりました。 

 

●ＣＧ制作事業 

 メインクライアントからの受注確保および新規クライアントの開拓活動に注力、結果、新規で 2社との

取引開始となり、売上高 8,003 千円（前年同期比 14.4％減）、営業損失 1,493 千円（前年同期より 1,382

千円増加）となりました。 

 

●不動産等事業 

 駐車場を中心とした不動産売買仲介事業を展開いたしましたが、当第 1四半期において売買仲介の成約

実績はなく、売上高 646 千円（前年同期比 41.0％減）、営業損失 1,567 千円（前年同期より 2,210 千円増

加）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度

末に比べ 5,823 千円減少し 433,367 千円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により取得した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ 

6,587 千円増加し、33,508 千円となりました。これは主に、税金等調整前第１四半期純利益 64,699 千円

及び未払金の増加 8,804 千円等による資金の取得と未払消費税等の減少 14,248 千円及び法人税等の支払

額 27,214 千円等による資金の支出によるものです。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動に使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ

10,848 千円減少し、5,889 千円となりました。これは主に、駐車場設備に係る有形固定資産の取得による

支出 16,275 千円及び新規駐車場に係る敷金預託による支出 4,154 千円等の資金の支出と旧東京支店事務

所賃貸借契約解約及び既存駐車場の解約による敷金回収による収入 16,040 千円等による収入によるもの

です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間にいて財務活動により使用した資金は、前第 1 四半期連結会計期間に比

52,797 千円増加し、33,442 千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 27,057 千円及

び社債の償還による支出 5,000 千円等によるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、中間期及び通期の業績予想につき

ましては、平成 19 年８月９日に発表いたしました業績予想と変更はありません。 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

 
前第１四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日） 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前連結会計年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日） 
区分 

注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 ※２  380,335 495,817   501,026

２ 受取手形及び売掛金   80,338 104,767   108,452

３ 有価証券   2,006 2,013   2,009

４ 前払費用   148,483 161,256   160,561

５ 繰延税金資産   － 20,718   21,607

６ その他   6,001 5,797   18,063

貸倒引当金   △1,662 △3,773   △3,007

流動資産合計   615,503 39.5 786,597 49.1  808,713 49.7

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※1,2,4 224,663 91,479  92,239 

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 18,378 1,558  1,677 

(3) 土地 ※２ 457,532 460,513  460,513 

(4) その他 ※１ 23,734 51,092  52,243 

有形固定資産合計   724,308 46.5 604,644 37.7  606,672 37.3

２ 無形固定資産   33,314 2.1 39,752 2.5  41,712 2.6

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   27,949 66   68

(2) 長期貸付金   479 －   －

(3) 敷金及び保証金   141,140 137,660   135,353

(4) 繰延税金資産   499 18,799   18,264

(5) その他   16,527 15,937   16,053

貸倒引当金   △360 △422   △452

投資その他の資産合計   186,235 11.9 172,040 10.7  169,288 10.4

固定資産合計   943,858 60.5 816,436 50.9  817,672 50.3

資産合計   1,559,361 100.0 1,603,034 100.0  1,626,386 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日） 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前連結会計年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日） 
区分 

注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  
  

   

Ⅰ 流動負債  
  

   

１ 買掛金   48,219 47,542   44,217

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  179,860 99,776   105,475

３ 一年以内償還予定の 
社債 

  10,000 10,000   10,000

４ 未払金   97,679 94,513   95,690

５ 未払法人税等   4,896 34,099   35,058

６ 未払消費税等   15,184 17,224   31,472

７ 預り金   101,257 81,754   89,683

８ ポイントカード引当金   22,655 18,865   16,890

９ リース資産減損勘定   26,645 20,484   22,345

10 その他   58,003 74,170   77,454

    流動負債合計   564,400 36.2 498,430 31.1  528,288 32.5

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   20,000 10,000   15,000

２ 長期借入金 ※２  672,437 468,798   490,156

３ 預り敷金   － 92,040   87,439

４ リース資産減損勘定   25,820 17,645   22,383

５ その他   85,178 11,504   12,944

固定負債合計   803,435 51.5 599,987 37.4  627,924 38.6

負債合計   1,367,836 87.7 1,098,418 68.5  1,156,212 71.1

  
  

   

（純資産の部）  
  

   

Ⅰ 株主資本  
  

   

１ 資本金  
 

236,500 15.2 333,025 20.8  333,025 20.5

２ 資本剰余金  
 

7,000 0.4 103,525 6.5  103,525 6.4

３ 利益剰余金  
 

△51,541 △3.3 68,062 4.2  33,619 2.0

株主資本合計  
 

191,958 12.3 504,612 31.5  470,169 28.9

Ⅱ 評価・換算差額等  
 

  

１ その他有価証券評価 
差額金 

 
 

△433 △0.0 3 0.0  4 0.0

評価・換算差額等合計  
 

△433 △0.0 3 0.0  4 0.0

純資産合計  
 

191,525 12.3 504,615 31.5  470,174 28.9

負債及び純資産合計  
 

1,559,361 100.0 1,603,034 100.0  1,626,386 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の損益計算書
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   955,168 100.0 1,005,941 100.0  3,824,134 100.0

Ⅱ 売上原価   740,956 77.6 790,024 78.6  3,069,593 80.3

売上総利益   214,211 22.4 215,917 21.4  754,541 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  136,094 14.2 146,942 14.6  573,258 15.0

営業利益   78,117 8.2 68,974 6.8  181,282 4.7

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  33 713  287 

 ２ 受取配当金  59 5  140 

 ３ 保険返戻金  ― ―  1,192 

 ４ 受取営業補償金  ― ―  442 

 ５ 預り金精算差額金  ― ―  415 

 ６ その他  101 194 0.0 56 775 0.1 703 3,181 0.1

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  4,969 4,645  16,633 

 ２ 駐車場設備除却損 ※２ 206 160  629 

 ３ 株式交付費  ― ―  6,281 

 ４ 株式上場関連費用  5,500 ―  16,137 

 ５ 休止固定資産 
減価償却費 

 482 ―  803 

 ６ その他  299 11,457 1.2 201 5,007 0.5 1,816 42,301 1.1

経常利益   66,854 7.0 64,743 6.4  142,161 3.7

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※３ ― ―  21,135 

 ２ 投資有価証券売却益  ― ― ― ― ― ― 179 21,314 0.5

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※４ ― 43  6 

 ２ 固定資産売却損 ※５ ― ―  35 

 ３ 投資有価証券売却損  ― ―  760 

 ４ 減損損失 ※６ ― ― ― ― 43 0.0 23,413 24,215 0.6

税金等調整前第１四半
期（当期）純利益 

  66,854 7.0 64,699 6.4  139,261 3.6

法人税、住民税及び事業
税 

 1,762 29,900  28,386 

法人税等調整額  1 1,764 0.2 355 30,256 3.0 △39,376 △10,990 △0.3

第１四半期（当期）純利
益 

  65,090 6.8 34,443 3.4  150,251 3.9
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

 前第１四半期連結会計期間（自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日）            （単位：千円）  

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成 18 年６月 30 日残高 236,500 7,000 △116,632 126,867 △1,285 125,582

第１四半期連結会計期間中の変動
額 

  

第１四半期純利益 － － 65,090 65,090 － 65,090

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － － 852 852

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計 

－ － 65,090 65,090 852 65,942

平成18年９月30日残高 236,500 7,000 △51,541 191,958 △433 191,525

 

 
 当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年７月１日 至平成 19 年９月 30 日）            （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成 19 年６月 30 日残高 333,025 103,525 33,619 470,169 4 470,174

第１四半期連結会計期間中の変動
額 

  

第１四半期純利益 － － 34,443 34,443 － 34,443

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － － △1 △1

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計 

－ － 34,443 34,443 △1 34,442

平成19年９月30日残高 333,025 103,525 68,062 504,612 3 504,615

 

 
前連結会計年度（自平成 18 年７月１日 至平成 19 年６月 30 日）                 （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成 18 年６月 30 日残高 236,500 7,000 △116,632 126,867 △1,285 125,582

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 96,525 96,525 ― 193,050 ― 193,050

当期純利益 ― ― 150,251 150,251 ― 150,251

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

― ― ― ― 1,290 1,290

連結会計年度中の変動額合計 96,525 96,525 150,251 343,301 1,290 344,591

平成19年６月30日残高 333,025 103,525 33,619 470,169 4 470,174
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（４） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

税金等調整前第１四半期
（当期）純利益 

 66,854 64,699 139,261  

減価償却費  7,996 10,943 40,156  

減損損失  － － 23,413  

貸倒引当金の増加額  40 736 1,478  

ポイントカード引当金の
増加額又は減少額(△) 

 3,166 1,975 △2,599  

受取利息及び配当金  △92 △718 △427  

支払利息  4,849 4,645 16,633  

固定資産売却益  － － △21,135  

固定資産売却損  － － 35  

固定資産除却損  206 204 636  

投資有価証券売却益  － － △179  

投資有価証券売却損  － － 760  

株式交付費  － － 6,281  

売上債権の減少額  55,775 3,685 27,660  

仕入債務の増加額又は減
少額（△） 

 △37,838 3,325 △41,840  

前払費用の増加額  △10,344 △680 △22,930  

未払金の増加額又は減少
額（△） 

 △36,147 8,804 △41,213  

未払消費税等の増加額又
は減少額（△） 

 6,111 △14,248 22,399  

前受金の増加額又は減少
額（△） 

 2,512 △3,202 29,547  

預り金の減少額  △8,556 △7,929 △20,129  

預り敷金の増加額  3,158 4,600 22,620  

破産更生等債権の増加額
（△）又は減少額 

 － 30 △92  

リース資産減損勘定の減
少額  △9,839 △6,600 △34,644  

その他  1,544 △5,546 857  

小計  49,398 64,723 146,549  

利息及び配当金の受取額  92 718 427 

利息の支払額  △4,765 △4,718 △15,520 
 

法人税等の支払額  △18,253 △27,214 △18,560  

 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 26,471 33,508 112,896 
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前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

 △2,602 △618 △9,218 

有形固定資産の取得によ
る支出 

    △3,627 △16,275 △149,816 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 － － 251,332 

無形固定資産の取得によ
る支出 

    △330 △920 △11,159 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △152 － △300 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 1 － 27,873 

貸付による支出  － － △176 

貸付金の回収による収入  112 127 521 

敷金預託による支出  △12,077 △4,154 △34,235 

解約に伴う敷金回収によ
る収入 

   2,027 16,040 15,424 

その他     △90 △90 △360 

  投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △16,737 △5,889 89,884 

Ⅲ 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  － 800,000 550,000 

短期借入金の返済による
支出 

 － △800,000 △550,000 

長期借入れによる収入  70,000 － 320,000 

長期借入金の返済による
支出 

 △44,315 △27,057 △550,981 

割賦未払金の支払による
支出 

 △1,329 △1,385 △5,402 

社債の償還による支出  △5,000 △5,000 △10,000 

株式の発行による収入  － － 186,768 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 19,355 △33,442 △59,614 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額又は減少額（△） 

 29,088 △5,823 143,165 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 296,024 439,190 296,024 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１
四半期末（期末）残高 

※１ 325,113 433,367 439,190 
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数１社 (1)連結子会社の数１社 (1)連結子会社の数１社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 トラストネットワーク㈱

(2)非連結子会社の名称等 

   該当事項はありません。

同  左 

(2)非連結子会社の名称等

同  左 

同  左 

(2)非連結子会社の名称等

同  左 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同  左 同  左 

３．連結子会社の第１四半期決

算日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社の第１四半期

の末日は、第１四半期連結決

算日と一致しております。

同  左 連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一

致しております。 

４．会計処理基準に関する事項    

イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 (1) 重要な資産の評価基準及 

び評価方法 その他有価証券 

     時価のあるもの 

第１四半期連結決

算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法に

より算定） 

同  左     その他有価証券 

     時価のあるもの 

  連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は、全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定）  

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

    移動平均法による 

原価法 

同  左 同  左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

 (2)重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  定率法 

       但し、平成10年４月

１日以降に取得した

建物(建物附属設備を

除く)は定額法によっ

ております。なお、取

得価額10万円以上20

万円未満の少額減価

償却資産については、

３年間均等償却によ

っております。 

イ 有形固定資産 

  定率法 

       但し、平成10年４月

１日以降に取得した

建物(建物附属設備を

除く)は定額法によっ

ております。なお、取

得価額10万円以上20

万円未満の少額減価

償却資産については、

３年間均等償却によ

っております。 

イ 有形固定資産 

  定率法 

      但し、平成10年４月

１日以降に取得した

建物(建物附属設備を

除く)は定額法によっ

ております。なお、取

得価額10万円以上20

万円未満の少額減価

償却資産については、

３年間均等償却によ

っております。 

    主な耐用年数は次の

とおりであります。 

     建物及び構築物 

５～36年 

   機械装置及び運搬具

４～15年 

   その他(工具器具備品)

３～20年 

   主な耐用年数は次の

とおりであります。 

     建物及び構築物 

５～22年 

   機械装置及び運搬具

４～15年 

   その他(工具器具備品)

３～20年 

   主な耐用年数は次の

とおりであります。 

    建物及び構築物 

５～36年 

  機械装置及び運搬 

４～15年 

   その他(工具器具備品) 

３～20年 

 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

   定額法 

    なお、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における利用可能

期間（５年）に基づい

ております。 

同  左 同  左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

(3)重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、 貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回

収不能見込み額を計上し

ております。 

 

同  左 同  左  

ロ ポイントカード引当金

    ポイントカードの使用

により付与されたポイン

トの将来の使用に備える

ため、当第１四半期連結

会期間末における未使用

ポイント残高に対する将

来の費用負担見込額を計

上しております。 

ロ ポイントカード引当金 

同  左 

 

ロ ポイントカード引当金

ポイントカードの使用

により付与されたポイン

トの将来の使用に備える

ため、当連結会計年度末に

おける未使用ポイント残

高に対する将来の費用負

担見込額を計上しており

ます。 

(4)重要なリース取引の処 

理方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転する と認められる

もの以外のファイナンス･リ

ース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており

ます 

 

同  左 

 

同  左 

(5)その他四半期連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

 

消費税等の会計処理  

税抜方式を採用してお

ります。 

消費税等の会計処理 

同  左 

 

消費税等の会計処理 

同  左 

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヵ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す 

 

同  左 同  左 
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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の変更 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 (企業結合に係る会計基準) 

 当第１四半期連結会計期間より、

「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び

「事業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準第７号 平成17年12月27

日)並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第10号平成17

年12月27日)を適用しております。 

 

 

――――――――― 

(企業結合に係る会計基準) 

当連結会計年度より、「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平

成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準第７

号 平成17年12月27日)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基準

委員会 終改正 平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号)を

適用しております。 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

当連結会計年度より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会平成18年８月

11日 実務対応報告第19号）を適用

しております。 

なお、これによる損益に与える影

響はありません。 

また、新株発行費は当連結会計年度

より株式交付費として表示しており

ます。 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

(会計方針の変更) 

当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

取得の固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は軽微であります。 
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表示方法の変更 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

――――――――― (連結貸借対照表) 

１．   前第１四半期連結会計期間

まで投資その他の資産に区分

掲記しておりました｢長期貸

付金｣は、金額の重要性が乏し

いため、当第１四半期連結会

計期間より投資その他の資産

の「その他」に含めておりま

す。なお、当第１四半期連結

会計期間の投資その他の資産

の「その他」に含まれている

｢長期貸付金｣は139千円であ

ります。 

 

 

２．   前第１四半期連結会計期間

まで固定負債の「その他」に

含めて表示しておりました

「預り敷金」は、重要性が増

したため、当第１四半期連結

会計期間より区分掲記してお

ります。なお、前第１四半期

連結会期間の固定負債の「そ

の他」に含まれている預り敷

金は67,977千円であります。
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、94,497千円であります。 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、66,407千円であります。
 

※１  有形固定資産の減価償却累計

額は、72,914千円であります。
 

※２  担保資産及び担保付債務 ※２  担保資産及び担保付債務 ※２  担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 
 
定期預金 

建物 

20,016千円

216,799千円

土地 457,532千円

 計 694,347千円
  

 
定期預金 

建物 

25,020千円

81,373千円

土地 460,513千円

 計 566,906千円
  

 
定期預金 

建物 

25,020千円

82,345千円

土地 460,513千円

 計 567,879千円
  

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 
 

１年以内返済予定の長期借入金 60,144千円

長期借入金 539,573千円

計 599,717千円
  

 
１年以内返済予定の長期借入金 48,240千円

長期借入金 439,924千円

計 488,164千円
  

 
１年以内返済予定の長期借入金 50,739千円

長期借入金 451,148千円

計 501,887千円
  

３  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当第１四半

期連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 
 

当座貸越極度額 90,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 90,000千円
 

３  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当第１四半

期連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 
 

当座貸越極度額 1,240,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 1,240,000千円
 

３  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行と当座

貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

  
 

当座貸越極度額 590,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 590,000千円
  

※４  建物及び構築物には、休止固

定資産61,610千円が含まれて

おります。 

 

 
―――――――― 

 

 
―――――――― 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１  販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のと

おりであります。 

※１  販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のと

おりであります。 

※１  販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のと

おりであります。 
 

役員報酬 

給与手当 

福利厚生費 

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ引当金

繰入額 

14,880千円

41,290千円

8,768千円

5,151千円

 

 
役員報酬 

給与手当 

福利厚生費 

地代家賃 

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ引当金繰

入額 

19,860千円

42,456千円

8,638千円

14,353千円

2,771千円

 

 
役員報酬 

給与手当 

貸倒引当金繰入額 

地代家賃 

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ引当金繰

入額 

77,228千円

163,008千円

1,641千円

63,482千円

10,279千円

 
※２  駐車場設備除却損の内容は、

次のとおりであります。 

※２  駐車場設備除却損の内容は、次

のとおりであります。 

※２  駐車場設備除却損の内容は、次

のとおりであります。 
 

建物及び構築物 206千円
  

 
その他(工具器具備品) 160千円
  

 
建物及び構築物 488千円

その他(工具器具備品) 140千円

 計 629千円
  

―――――――― ―――――――― ※３ 固定資産売却益は休止固定資
産(土地、建物等)及び隣接する
駐車場装置(機械装置等)の売却
益19,948千円及び車輌運搬具の
売却益1,186千円であります。 

 
―――――――― 

 

 

※４  固定資産除却損の内容は、次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬具 43千円

 
 

※４  固定資産除却損の内容は、次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬具 6千円

 
 

―――――――― ―――――――― ※５ 固定資産売却損の内容は、次の

とおりであります。 

その他(工具器具備品) 35千円
 

―――――――― ―――――――― ※６  減損損失 
当社グループは、駐車場店舗を基

本単位として資産のグルーピング
を行っております。主に収益性が著
しく低下した以下の資産グループ
について、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
として計上しています。 
なお、回収可能価額は、使用価値に
よっており、使用価値については、
将来キャッシュ･フローを11.5%で
割り引いて算定しています。 

用
途

場
所 種類 減損損失

(千円)
駐
車
場
10
ヶ
所

九
州

建物及び構築物 
 
その他(工具器 
具備品) 
 
リース資産 

4,791

1,342

10,595

駐
車
場
２
ヶ
所

東
京

その他(工具器 
具備品) 

211

そ
の
他

－
リース資産 6,472 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

  １．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株式数 

（株） 
当第１四半期連結会計期間

増加株式数（株） 
当第１四半期連結会計期間 

減少株式数（株） 
当第１四半期連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 7,830 － － 7,830 

合 計 7,830 － － 7,830 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合 計 － － － － 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

     ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

  １．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株式数 

（株） 
当第１四半期連結会計期間

増加株式数（株） 
当第１四半期連結会計期間 

減少株式数（株） 
当第１四半期連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 8,866 － － 8,866 

合 計 8,866 － － 8,866 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合 計 － － － － 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

     ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 
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 前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  １．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 7,830 1,036 － 8,866 

合 計 7,830 1,036 － 8,866 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合 計 － － － － 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加 1,036 株は、有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)に
よる増加 1,000 株と新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 36 株であります。 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

     ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期連結会計期間末残高と当

第１四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額と

の関係 

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期連結会計期間末残高と当

第１四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額と

の関係 
  

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 

有価証券勘定 

預入期間が３ヶ月間を超

える定期預金     

380,335千円

2,006千円

△57,227千円

現金及び現金同等物 325,113千円
  

  
（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 

有価証券勘定 

預入期間が３ヶ月間を超

える定期預金     

495,817千円

2,013千円

△64,462千円

現金及び現金同等物 433,367千円
  

  
（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 

有価証券勘定 

預入期間が３ヶ月間を超

える定期預金     

501,026千円

2,009千円

△63,844千円

現金及び現金同等物 439,190千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
 

 

取得価額 減価償却
累計額 相当額 

 
（千円） （千円） 

相当額 

減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 

 
（千円） 

機械装置 

及び運搬具 
21,840 10,959 3,485 7,396 

その他

(工具器

具備品) 

582,832 257,573 147,190 178,068 

ソフト 

ウェア 
14,857 9,263 － 5,593 

合計 619,529 277,795 150,676 191,057 

  

 

 

取得価額
相当額

 
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額

 
（千円）

機械装置

及び運搬具
17,428 8,327 1,887 7,213

その他

(工具器

具備品)

393,299 210,360 64,965 117,972

ソフト

ウェア
20,392 15,106 － 5,286

合計 431,120 233,794 66,853 130,472

  

 

 

取得価額
相当額 

 
（千円） （千円）

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額

 
（千円）

機械装置 

及び運搬具 
23,988 13,198 3,485 7,304

その他

(工具器

具備品) 

420,503 127,594 164,258 128,649

ソフト 

ウェア 
20,392 14,086 － 6,305

合計 464,884 154,880 167,744 142,260

  
② 未経過リース料期末残高相当額及びリース 

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース 

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 103,306千円

１年超 160,340千円

合計 263,647千円
  

 
１年内 75,621千円

１年超 107,201千円

合計 182,823千円
  

 
１年内 79,516千円

１年超 122,126千円

合計 201,642千円
  

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 26,645千円

１年超 25,820千円

合計 52,465千円
 

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 20,484千円

１年超 17,645千円

合計 38,129千円
 

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 22,345千円

１年超 22,383千円

合計 44,729千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩 

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩 

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 
 

支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

24,972千円

9,839千円

減価償却費相当額 21,471千円

支払利息相当額 2,305千円

減損損失 －
  

 
支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

17,179千円

6,600千円

減価償却費相当額 14,615千円

支払利息相当額 3,585千円

減損損失 －
  

 
支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

86,621千円

34,644千円

減価償却費相当額 72,152千円

支払利息相当額 10,017千円

減損損失 17,067千円
  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額の差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同 左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同 左 

―――――――― ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 7,227千円

１年超 20,649千円

合計 27,877千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 6,600千円

１年超 17,703千円

合計 24,303千円
 

 

                     
 
 

－21－



トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

 

（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対
照表計上額（千円） 

差額（千円） 

株式 3,867 3,361 △506 

債券 － － － 

その他 24,436 24,526 90 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 60 

金銭信託 2,006 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対
照表計上額（千円） 

差額（千円） 

株式 0 6 6 

債券 － － － 

その他 － － － 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 60 

金銭信託 2,013 

 

前連結会計年度（平成 19 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額  
   （千円） 

差額（千円） 

株式 0 8 8 

債券 － － － 

その他 － － － 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 60 

金銭信託 2,009 
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（デリバティブ取引関係） 

 前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

   当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

   当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

 

 前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

   当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション関係） 

    前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

     

      当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありませんので、該当事項はありません。 

   

    当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

     

      当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありませんので、該当事項はありません。 

 

    前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 

      当連結会計年度に付与したストック・オプションはありませんので、該当事項はありません。 

 

（企業結合関係） 

(企業結合における共通支配下の取引等関係) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年９月 30 日) 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった 

   事業の名称及びその事業概要 

トラストネットワーク株式会社における駐車場事業 

事業内容：月極管理受託事業及び月極サブリース事業 

（2）企業結合の法的形式 事業譲受 

（3）結合後企業の名称 トラストパーク株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 ①事業譲受の目的 

 当社グループ内の経営の効率化、合理化を進めるためであります。

②取引の概要 

 譲受ける資産・負債の総額 

  資産合計      13,861千円 

  負債合計      71,224千円 

 譲受の期日 

  平成18年７月１日 

２ 実施した会計処理の概要 

本事業譲受は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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当第１四半期連結会計期間(自 平成 19 年７月 1日 至 平成 19 年９月 30 日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日) 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった 

   事業の名称及びその事業概要 

トラストネットワーク株式会社における駐車場事業 

事業内容：月極管理受託事業及び月極サブリース事業 

（2）企業結合の法的形式 事業譲受 

（3）結合後企業の名称 トラストパーク株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 ①事業譲受の目的 

 当社グループ内の経営の効率化、合理化を進めるためであります。

②取引の概要 

 譲受ける資産・負債の総額 

  資産合計      13,861千円 

  負債合計      71,224千円 

 譲受の期日 

  平成18年７月１日 

２ 実施した会計処理の概要 

本事業譲受は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 駐車場 

事業 

（千円） 

ＣＧ制作

事業 

（千円）

不動産等

事業 

（千円）

 

計 

（千円）

消去又は

全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 944,728 9,345 1,094 955,168 ― 955,168 

（２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 

 

― ― ― ―

 

― 

 

― 

計 944,728 9,345 1,094 955,168 ― 955,168 

営業費用 859,960 12,220 4,870 877,051 ― 877,051 

営業利益又は営業損失（△） 84,768 △2,875 △3,777 78,117 ― 78,117 

１．事業の区分の方法 

  事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

  (1)駐 車 場 事 業・・・駐車場の運営及び駐車場の管理受託に関する事業 

  (2)Ｃ Ｇ 制 作 事 業・・・コンピュータグラフィックスの制作販売に関する事業 

  (3)不 動 産 等 事 業・・・不動産の売買、仲介及び賃貸並びにこれらに付随する事業 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 駐車場 

事業 

（千円） 

ＣＧ制作

事業 

（千円）

不動産等

事業 

（千円）

 

計 

（千円）

消去又は

全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 997,292 8,003 646 1,005,941 ― 1,005,941 

（２）セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 

 

― ― ― ―

 

― 

 

― 

計 997,292 8,003 646 1,005,941 ― 1,005,941 

営業費用 925,256 9,496 2,214 936,967 ― 936,967 

営業利益又は営業損失（△） 72,035 △1,493 △1,567 68,974 ― 68,974 

１．事業の区分の方法 

  事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

  (1)駐 車 場 事 業・・・駐車場の運営及び駐車場の管理受託に関する事業 

  (2)Ｃ Ｇ 制 作 事 業・・・コンピュータグラフィックスの制作販売に関する事業 

  (3)不 動 産 等 事 業・・・不動産の売買、仲介及び賃貸並びにこれらに付随する事業 
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前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 駐車場 

事業 

（千円） 

ＣＧ制作

事業 

（千円）

不動産等 

事業 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去又

は全社 

（千円） 

 

連結 

（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

      

(１)外部顧客に対する 

売上高 
3,771,179 44,098 8,856 3,824,134 ― 3,824,134

(２)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 3,771,179 44,098 8,856 3,824,134 ― 3,824,134

営業費用 3,571,053 53,846 17,952 3,642,852 ― 3,642,852

営業利益又は営業損失（△） 200,126 △9,747 △9,095 181,282 ― 181,282

１．事業の区分の方法 

  事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

  (1)駐 車 場 事 業・・・駐車場の運営及び駐車場の管理受託に関する事業 

  (2)Ｃ Ｇ 制 作 事 業・・・コンピュータグラフィックスの制作販売に関する事業 

  (3)不 動 産 等 事 業・・・不動産の売買、仲介及び賃貸並びにこれらに付随する事業 

【所在地別セグメント情報】 

  前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９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。 

 

  当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９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。 

 

  前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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。 

 

【海外売上高】 

  前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日）   

    海外売上がないため、該当事項はありません。 

 

  当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日）   

    海外売上がないため、該当事項はありません。 

 

  前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

    海外売上がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が

把握できないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産
額 

24,460円43銭 

 
１株当たり第１四
半期純利益金額 

 
8,312円99銭 

 
１株当たり純資産
額 

56,915円82銭

 
１株当たり第１四
半期純利益金額 

3,884円84銭

 
潜在株式調整後１
株当たり第１四半
期純利益金額 

3,764円67銭

 
１株当たり純資産
額 

53,031円15銭

 
１株当たり当期純
利益金額 

17,923円39銭

 
潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益金額 

17,191円27銭

(注) １株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

１株あたり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（千円） 65,090 34,443 150,251 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期(当期) 

純利益（千円） 
65,090 34,443 150,251 

期中平均株式数(株) 7,830 8,866 8,383 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期 

(当期)純利益金額 
   

第１四半期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 283 357 

（うち新株予約権） (―) (283) (357) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

普通株主に対する新株予約

権(新株予約権の数1,027個)

 

― 

 

― 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 当社は、平成18年10月13日開催の取締

役会において当社所有固定資産の譲渡を

決議し、平成18年10月18日に売買契約を

締結いたしました。 

 譲渡の概要および本件譲渡による固定

資産売却益計上見込額は次のとおりであ

ります。 

(1)譲渡の概要 

 ①譲渡資産 土地 福岡市博多区住吉 

２丁目237番７ 

面積    238.94㎡ 

建物 同所同番地上

のオフィスビル 

延床面積 379.26㎡ 

②譲渡価格    264百万円 

 ③譲渡の日程 

  契約書締結日 平成18年10月18日  

  物件引渡し日 平成18年11月30日 

 譲渡に伴い、平成19年６月期中間決

算において、固定資産売却益約17百

万円を特別利益として計上する予定

であります。 

―――――――― ―――――――― 
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６．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 ※２  335,987 453,570   456,108

２ 売掛金   77,478 97,204   95,808

３ 有価証券   2,006 2,013   2,009

４ 前払費用   148,267 161,042   160,243

５ 繰延税金資産   － 20,718   21,607

６ 未収入金   5,466 225   15,101

７ その他   1,538 1,885   2,546

貸倒引当金   △1,646 △3,773   △3,007

流動資産合計   569,098 37.1 732,886 46.0  750,417 46.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

 (1）建物 ※1,2,4 219,651 86,016  86,505 

(2) 構築物 ※１ 5,355 5,790  6,065 

(3）機械及び装置 ※１ 17,673 1,054  1,092 

(4）車輌運搬具 ※１ 697 503  584 

(5）工具器具備品 ※１ 23,271 50,822  51,938 

(6）土地 ※２ 458,382 461,363  461,363 

有形固定資産合計   725,032 47.2 605,552 38.0  607,549 37.7

２ 無形固定資産     

(1）電話加入権  1,014 1,014  1,014 

(2）ソフトウェア  28,435 35,987  36,468 

(3）ソフトウェア仮 
勘定  － －  1,200 

無形固定資産合計   29,450 1.9 37,002 2.3  38,683 2.4

３ 投資その他の資産     

(1）投資有価証券   7,876 6   8

(2）関係会社株式   50,000 50,000   50,000

(3）株主､役員又は従業員
に対する長期貸付金   100 －   ―

(4）長期前払費用   6,394 5,240   5,357

(5) 繰延税金資産   － 18,308   17,771

(6）敷金及び保証金   140,290 136,810   134,503

(7）破産債権、更生 
債権等   360 422   452

(8）その他   7,177 7,537   7,447

    貸倒引当金   △360 △422   △452

投資その他の資産合計   211,838 13.8 217,902 13.7  215,088 13.3

固定資産合計   966,321 62.9 860,456 54.0  861,321 53.4

資産合計   1,535,420 100.0 1,593,343 100.0  1,611,739 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１  買掛金   46,414 45,568   41,252

   ２  一年以内返済予定の 
長期借入金 ※２  179,860 99,776   105,475

   ３  一年以内償還予定の 
社債   10,000 10,000   10,000

４  未払金   96,261 93,966   94,703

５  未払費用   7,681 574   633

６  未払法人税等   4,457 33,713   34,575

７  未払消費税等 ※５  15,137 17,224   30,945

８  前受金   48,872 72,669   75,871

９  預り金   101,010 81,683   89,470

10  ポイントカード引当金   22,655 18,865   16,890

11  リース資産減損勘定   26,645 20,484   22,345

    流動負債合計   558,995 36.4 494,524 31.0  522,163 32.4

Ⅱ 固定負債     

１  社債   20,000 10,000   15,000

２  長期借入金 ※２  672,437 468,798   490,156

３  預り敷金   69,227 94,106   89,505

４  長期未払金   17,183 11,504   12,944

５  リース資産減損勘定   25,820 17,645   22,383

固定負債合計   804,667 52.4 602,053 37.8  629,990 39.1

負債合計   1,363,663 88.8 1,096,578 68.8  1,152,153 71.5

       

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本     

１  資本金   236,500 15.4 333,025 20.9  333,025 20.7

２  資本剰余金     

  (１)資本準備金  7,000 103,525  103,525 

資本剰余金合計   7,000 0.4 103,525 6.5  103,525 6.4

３  利益剰余金     

(１)その他利益剰余金     

   繰越利益剰余金  △71,285 60,212  23,031 

利益剰余金合計   △71,285 △4.6 60,212 3.8  23,031 1.4

株主資本合計   172,214 11.2 496,762 31.2  459,581 28.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１  その他有価証券評価 
差額金 

  △457 △0.0 3 0.0  4 0.0

評価・換算差額等合計   △457 △0.0 3 0.0  4 0.0

純資産合計   171,756 11.2 496,765 31.2  459,586 28.5

負債及び純資産合計   1,535,420 100.0 1,593,343 100.0  1,611,739 100.0
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

（２）四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   944,728 100.0 997,292 100.0  3,771,179 100.0

Ⅱ 売上原価   735,026 77.8 785,781 78.8  3,043,277 80.7

売上総利益   209,702 22.2 211,510 21.2  727,902 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   125,004 13.2 139,929 14.0  530,791 14.1

営業利益   84,697 9.0 71,581 7.2  197,110 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  91 0.0 717 0.1  2,599 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  11,281 1.2 4,927 0.5  41,940 1.1

経常利益   73,507 7.8 67,370 6.8  157,769 4.2

Ⅵ  特別利益 ※３  － － － －  21,215 0.5

 Ⅶ 特別損失 ※4,5  － － 43 0.0  24,208 0.6

税引前第１四半期  

(当期)純利益 
  73,507 7.8 67,326 6.8  154,775 4.1

法人税、住民税   

及び事業税 
 1,666 29,792  28,000 

法人税等調整額  － 1,666 0.2 353 30,146 3.0 △39,382 △11,382 △0.3

第１四半期(当期) 

純利益 
  71,841 7.6 37,180 3.8  166,158 4.4
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

 前第１四半期会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日）            （単位：千円）  

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 

資本金 

資本準備金
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年６月30日残高 236,500 7,000 △143,127 100,372 △462 99,910

第１四半期会計期間中の変動額   

第１四半期純利益 ― ― 71,841 71,841 ― 71,841

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― 5 5

第１四半期会計期間中の変動額
合計 

― ― 71,841 71,841 5 71,846

平成18年９月30日残高 236,500 7,000 △71,285 172,214 △457 171,756

 

 当第１四半期会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年９月30日）            （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 

資本金 

資本準備金
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成19年６月30日残高 333,025 103,525 23,031 459,581 4 459,586

第１四半期会計期間中の変動額   

第１四半期純利益 － － 37,180 37,180 － 37,180

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － △1 △1

第１四半期会計期間中の変動額
合計 － － 37,180 37,180 △1 37,179

平成19年９月30日残高 333,025 103,525 60,212 496,762 3 496,765
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前事業年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日）                 （単位：千円） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年６月30日残高 236,500 7,000 △143,127 100,372 △462 99,910

事業年度中の変動額   

新株の発行 96,525 96,525 ― 193,050 ― 193,050

当期純利益 ― ― 166,158 166,158 ― 166,158

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） ― ― ― ― 467 467

事業年度中の変動額合計 96,525 96,525 166,158 359,208 467 359,675

平成19年６月30日残高 333,025 103,525 23,031 459,581 4 459,586
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

(1) 子会社株式及び関連会社 

株式 

     移動平均法による原価法

(2)その他有価証券 

   時価のあるもの 

第１四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

(1) 子会社株式及び関連会社 

株式 

同 左 

(2)その他有価証券 

同 左 

 

(1) 子会社株式及び関連会社株

式 

同 左 

(2)その他有価証券 

   時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基

づく時価法評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定) 

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

時価のないもの 

同 左 

   時価のないもの 

同 左 

(1)有形固定資産 

   定率法 

但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法

によっております。なお、

取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却

によっております。 

   主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物            10～36年

構築物              ５年

   機械及び装置    12～15年

   工具器具備品    ４～20年

 

(1)有形固定資産 

   定率法 

但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法

によっております。なお、

取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却

によっております。 

   主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物            10～22年 

構築物              ５年 

   機械及び装置    12～15年 

   工具器具備品    ４～20年 

 

(1)有形固定資産 

   定率法 

但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)は定額法

によっております。なお、

取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間均等償却

によっております。 

   主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物           10～36年

構築物             ５年

   機械及び装置   12～15年

   工具器具備品   ４～20年

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(2)無形固定資産 

    定額法 

      なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づいております。 

(2)無形固定資産 

同  左 

(2)無形固定資産 

同  左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

３ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し

回収不能見込額を計上し

ております。 

同  左 同  左 

 (2）ポイントカード引当金

 ポイントカードの使用

により付与されたポイン

トの将来の使用に備える

ため、当第１四半期会計

期間末における未使用ポ

イント残高に対する将来

の費用負担見込額を計上

しております。 

 

(2）ポイントカード引当金 

同  左 

(2）ポイントカード引当金 

   ポイントカードの使用

により付与されたポイン

トの将来の使用に備える

ため、当事業年度末にお

ける未使用ポイント残高

に対する将来の費用負担

見込額を計上しておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同  左 同  左 

５ その他四半期財務諸表(財

務諸表)作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同  左 

 

消費税等の会計処理 

同  左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

(企業結合に係る会計基準) 

 当第１四半期会計期間より、「企

業結合に係る会計基準」(企業会計審

議会 平成15年10月31日)及び「事業

分離等に関する会計基準」(企業会計

基準第７号 平成17年12月27日)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企業

会計基準適用指針第10号 平成17年

12月27日)を適用しております。 

 

――――――――― 

(企業結合に係る会計基準) 

当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準第７号

平成17年12月27日)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適用

指針第10号 企業会計委員会 最終

改正 平成18年12月22日)を適用して

おります。 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

(繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い) 

当事業年度より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用してお

ります。 

なお、これによる損益に与える影

響はありません。 

 

――――――――― 

 

――――――――― 

(会計方針の変更) 

当事業年度より、法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降取得

の固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は軽微であります。 
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

93,689千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

65,504千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

72,027千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

定期預金 20,016千円

建物 217,143千円

土地 458,382千円

  計 695,541千円

 

上記に対する債務 

１年以内返済予定の長期借入金 60,144千円

長期借入金 539,573千円

  計 599,717千円

 

３ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため取引銀行と当座 

貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当第１四半期 

会計期間末の借入未実行残高は 

次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

定期預金 25,020千円

建物 81,700千円

土地 461,363千円

  計 568,085千円

 

上記に対する債務 

１年以内返済予定の長期借入金 48,240千円

長期借入金 439,924千円

計 488,164千円

 

３ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため取引銀行と当座 

貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当第１四半期 

会計期間末の借入未実行残高は 

次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと 

おりであります。 

定期預金 25,020千円

建物 82,677千円

土地 461,363千円

  計 569,061千円

 

上記に対する債務 

１年以内返済予定の長期借入金 50,739千円

長期借入金 451,148千円

  計 501,887千円

 

３ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため取引銀行と当座 

貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末 

の借入未実行残高は次のとおり 

であります。 

当座貸越極度額 90,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 90,000千円

 

※４ 建物には休止固定資産61,610 

千円が含まれております。 

 

当座貸越極度額 1,240,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 1,240,000千円

 

―――――――― 

当座貸越極度額 590,000千円

借入実行残高 －千円

差引残高 590,000千円

 

―――――――― 

※５ 消費税の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税等 

は相殺のうえ、未払消費税等と 

して表示しております。 

※５ 消費税の取扱い 

同  左 

―――――――― 
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 

受取配当金 

 

21千円

59千円

 

 
受取利息 

 

 

655千円

 

 
受取利息 

受取配当金 

受取保険金 

受取営業補償金 

預り金精算差額金 

243千円

140千円

1,192千円

442千円

415千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
   

支払利息 4,763千円

株式公開準備費用 5,500千円

  
 

   
支払利息 4,547千円

 

 
 

  
支払利息 16,244千円

株式上場関連費用 16,137千円

株式交付費 6,281千円
  

―――――――― ―――――――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

  
  

固定資産売却益 21,135千円
 

  固定資産売却益は、休止固定資産

(土地、建物等)及び隣接する駐車

場装置(機械装置等)の売却益

19,948千円及び車輌運搬具の売却

益1,186千円であります。 

―――――――― 

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 43千円

 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

減損損失 23,413千円
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

―――――――― ―――――――― ※５  減損損失 

当社は、駐車場店舗を基本単位

として資産のグルーピングを行っ

ております。主に収益性が著しく

低下した以下の資産グループにつ

いて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

として計上しています。 

なお、回収可能価額は、使用価

値によっており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ･フローを

11.5%で割り引いて算定していま

す。 

 
 

用
途

場
所 種類 減損損失

(千円)

駐
車
場
10
ヶ
所

九
州

 
建物及び構築物 
 
その他(工具器 
具備品) 
 
リース資産 

4,791

1,342

10,595

駐
車
場
２
ヶ
所

東
京

 
その他(工具器 
具備品) 

211

そ
の
他

－

 
リース資産 6,472 

６  減価償却実施額 

有形固定資産   5,858千円 

無形固定資産   1,809千円 

６  減価償却実施額 

有形固定資産   8,032千円 

無形固定資産   2,601千円 

６  減価償却実施額 

有形固定資産   30,941千円 

無形固定資産   7,905千円 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

  前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 

 相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

 相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
 

 

取得価額 減価償却

累計額 相当額 

 

（千円） （千円） 

相当額 

減損損失

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

 

（千円） 

車輌 

運搬具 
20,107 10,843 3,485 5,779 

工具器具

備品 
577,728 253,119 147,190 177,417 

ソフト 

ウェア 
14,857 9,263 － 5,593 

合計 612,693 273,226 150,676 188,790 

  

 

 

取得価額

相当額

 

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

減損損失

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

 

（千円）

車輌

運搬具
14,605 7,890 1,887 4,827

工具器具

備品
391,935 209,246 64,965 117,722

ソフト

ウェア
20,392 15,106 － 5,286

合計 426,934 232,243 66,853 127,837

  

 

 

取得価額

相当額 

 

（千円） 

減価償却

累計額

相当額

（千円）

減損損失

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

 

（千円）

車輌 

運搬具 
21,165 12,853 3,485 4,826

工具器具

備品 
419,139 126,549 164,258 128,331

ソフト 

ウェア 
20,392 14,086 － 6,305

合計 460,697 153,489 167,744 139,464

  

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース 

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース 

資産減損勘定期末残高 

   未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 102,611千円

１年超 158,739千円

合計 261,351千円
  

 
１年内 74,770千円

１年超 105,410千円

合計 180,180千円
  

 
１年内 78,639千円

１年超 120,197千円

合計 198,837千円
  

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 26,645千円

１年超 25,820千円

合計 52,465千円
 

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 20,484千円

１年超 17,645千円

合計 38,129千円
 

  リース資産減損勘定期末残高 

１年内 22,345千円

１年超 22,383千円

合計 44,729千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩 

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩 

額、減価償却費相当額、支払利息相当額 

及び減損損失 
 

支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

24,260千円

9,839千円

減価償却費相当額 20,802千円

支払利息相当額 2,284千円

減損損失 －
  

 
支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

16,938千円

6,600千円

減価償却費相当額 14,455千円

支払利息相当額 3,506千円

減損損失 －
  

 
支払リース料 

リース資産減損勘定の取崩額

85,609千円

34,644千円

減価償却費相当額 71,480千円

支払利息相当額 9,693千円

減損損失 17,067千円
  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同 左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同 左 

―――――――― ２． オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 7,227千円

１年超 20,649千円

合計 27,877千円
 

２． オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 6,600千円

１年超 17,703千円

合計 24,303千円
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（企業結合関係） 

    前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

     第１四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合関係)に記載のとおりであります。 

 

    当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

     該当事項はありません。 

 

    前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

     第１四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合関係)に記載のとおりであります。 

 

（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。 

１株当たり純資産
額 

21,935円72銭 

 
１株当たり第１四
半期純利益金額 

 
9,175円16銭 

 
１株当たり純資産
額 

56,030円38銭

 
１株当たり第１四
半期純利益金額 

4,193円62銭

 
潜在株式調整後１
株当たり第１四半
期純利益金額 

4,063円90銭

 
１株当たり純資産
額 

51,836円93銭

 
１株当たり当期純
利益金額 

19,820円89銭

 
潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益金額 

19,011円27銭

(注) １株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日）

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日）

１株あたり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（千円） 71,841 37,180 166,158 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期(当期) 

純利益（千円） 
71,841 37,180 166,158 

期中平均株式数(株) 7,830 8,866 8,383 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期 

(当期)純利益金額 
   

第１四半期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 283 357 

（うち新株予約権） (―) (283) (357) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

普通株主に対する新株予約

権(新株予約権の数1,027個)

 

― 

 

― 
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トラストパーク㈱(3235)平成20年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 当社は、平成18年10月13日開催の取

締役会において当社所有固定資産の譲

渡を決議し、平成18年10月18日に売買

契約を締結いたしました。 

 譲渡の概要および本件譲渡による固

定資産売却益計上見込額は次のとおり

であります。 

(1)譲渡の概要 

 ①譲渡資産 土地 福岡市博多区住吉

２丁目237番７ 

面積    238.94㎡ 

建物 同所同番地上

のオフィスビル 

延床面積 379.26㎡ 

②譲渡価格   264百万円 

 ③譲渡の日程 

  契約書締結日 平成18年10月18日 

  物件引渡し日 平成18年11月30日 

 譲渡に伴い、平成19年６月期中間決

算において、固定資産売却益約17百

万円を特別利益として計上する予定

であります。 

―――――――― ―――――――― 
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