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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期

第２四半期連結
累計期間

第18期
第２四半期連結
累計期間

第17期
第２四半期連結
会計期間

第18期
第２四半期連結
会計期間

第17期

会計期間

自平成21年
７月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
７月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
７月１日
至平成22年
６月30日

売上高 （千円） 2,392,4394,353,1021,196,8161,614,9935,288,192

経常利益 （千円） 29,203 481,395 13,241 60,411 158,064

四半期（当期）純利益又

は四半期純損失（△）
（千円） △33,346 242,305△22,896 19,514 60,031

純資産額 （千円） － － 444,064 758,423 526,780

総資産額 （千円） － － 2,866,0094,806,4254,465,668

１株当たり純資産額 （円） － － 49,979.0785,359.9659,288.69

１株当たり四半期（当

期）純利益金額又は１株

当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △3,753.0827,271.31△2,576.972,196.386,756.51

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額

（円） － 26,417.97 － 2,117.726,675.37

自己資本比率 （％） － － 15.5 15.8 11.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △147,934 960,694 － － △28,011

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △162,870△286,187 － － △1,051,793

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 253,165△483,761 － － 1,157,784

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
（千円） － － 639,995 966,359 775,614

従業員数 （人） － － 88 90 89

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第17期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり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１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 90（315）

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は嘱託社員を含む臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人

員（月間170時間換算）を（　）外数で記載しております。

 

 

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 84（312）

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は嘱託社員を含む臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員

（月間170時間換算）を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　当社は一般の不特定多数の顧客を相手とするサービス業であり、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年10月１日

　至 平成22年12月31日)

前年同四半期比（％）

駐車場事業（千円） 1,367,278 －

不動産等事業（千円） 247,714 －

合計（千円） 1,614,993 －

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の総販売実績に対する販売実績の割合が10％以

上の相手先はありません。

 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

のであります。

 

(1)業績の状況　

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策等の効果もあり企業業績が一部回復に向かいつつあ

るものの、円高の進行・株安傾向等により先行き不透明な状況のまま推移しました。また、国内のデフレ傾向は変わ

らず、雇用情勢や所得環境の悪化懸念等により個人消費も復調せず、依然として厳しい状況が続きました。

当社グループが属する駐車場業界におきましては、駐車場の稼働状況は回復基調にはありますが、まだ需要が完

全に回復するまでには至っておらず、依然として厳しい経営環境が続いております。

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、引き続き新規駐車場の開発に注力したことに

加え、平成22年９月に株式会社グランシップの全株式を取得し子会社化したことにより、当第２四半期末の駐車場

数は前年同期より159ヶ所増の619ヶ所、車室数は3,335車室増の23,838車室となりました。

既存駐車場におきましては、引き続きカード会員数の拡大、タイムリーな駐車料金改定、駐車場賃借料の見直し、

不採算駐車場からの撤退等収益力向上にも注力してまいりました。さらに、低採算駐車場の将来収支の見直しを行

い、駐車場設備等の減損損失13,078千円を計上いたしました。　

　　不動産等事業におきましては、平成22年７月に竣工した鹿児島県薩摩川内市の新築マンション「トラスト川内カル

ディオ」の残８戸の引渡しを行いました。これにより、「トラスト川内カルディオ」全73戸の引渡しが完了いたし

ました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は1,614,993千円（前年同期比34.9％

増）、営業利益74,649千円（前年同期比250.8％増）、経常利益60,411千円（前年同期比356.2％増）、四半期純利益

は19,514千円（前年同期は四半期純損失22,896千円）となりました。

　

　セグメントの業績については、以下の通りであります。なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。これによる事業区分

に与える影響は軽微なため、前年同期比較を行っております。

 

　    ①駐車場事業

　　　  継続的に行ってまいりました収益力の高い新規駐車場開発の強化、カード会員拡大及び駐車場賃借料をはじめとす

る駐車場原価の見直し等による既存駐車場の収益力向上、不採算駐車場からの撤退等の効果もあり、売上高は

1,367,278千円（前年同期比16.4％増）となりましたが、株式会社グランシップの株式取得に伴う、のれん償却額等

の費用が増加したこともあり、営業利益52,859千円（前年同期比0.1％減）となりました。

　　　　売上高の内訳は、直営店方式1,145,997千円（前年同期比17.1％増）、加盟店方式156,727千円（前年同期比13.8％

増）、管理受託方式44,667千円（前年同期比3.8％減）、機械販売等19,886千円（前年同期比70.9%増）となりまし

た。

 

　    ②不動産等事業

駐車場を中心とした不動産売買仲介事業の他、広島県廿日市市におけるマンション販売及び新築マンション「ト

ラスト川内カルディオ」の残８戸の引渡し等を行った結果、売上高247,714千円（前年同期は売上高1,829千円）、

営業利益21,789千円（前年同期は営業損失9,316千円）となりました。

　

      (2)キャッシュ・フローの状況

　        当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、第１四半期連結会計期間

末と比較し834,935千円減少し、966,359千円となりました。

  当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

　       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　        営業活動により使用した資金は、476,672千円（前年同期は187,828千円の使用）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益47,332千円を計上したことのほか、駐車場設備等の減価償却費43,376千円、駐車場設備等

の減損損失13,078千円、仕入債務の支出による減少565,113千円等によるものであります。
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　　　　 (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、73,089千円（前年同期は64,497千円の使用）となりました。これは新規駐車場

設備に係る有形固定資産の取得による支出59,039千円、無形固定資産の取得による支出7,680千円、新規駐車場に

係る敷金の差入による支出6,114千円等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)

　        財務活動により使用した資金は、285,173千円（前年同期は144,498千円の取得）となりました。これは主に短期

借入れによる収入240,000千円、短期借入金の返済による支出480,000千円、長期借入れによる収入53,600千円、長

期借入金の返済による支出83,205千円等によるものであります。

 

　　　(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　 当第２四半期連結会計期間において、当連結グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

　    (4)研究開発活動

　       該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000

計 30,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,885 8,885
福岡証券取引所

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場）

権利内容になん

ら限定のない当

社における標準

となる株式であ

り、当社は単元

株制度は採用し

ておりません。

計 8,885 8,885 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　新株予約権

（平成14年５月31日臨時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 253　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 253（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）２．３．

新株予約権の行使期間
平成16年６月１日から

平成24年５月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　50,000

資本組入額　　　　25,000

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役もしく

は使用人の地位にあることを要す。ただし、当会社又は

当会社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了に

より退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合にはこの限りではない。

②その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総

会に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に

つき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は

適切に調整します。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る価格で新株の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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②　新株予約権

（平成14年11月９日臨時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 268　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 268（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）２．３．

新株予約権の行使期間
平成16年11月10日から

平成24年11月９日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 100,000

資本組入額　　　　50,000

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役もしく

は使用人の地位にあることを要す。ただし、当会社又は

当会社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了に

より退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合にはこの限りではない。

②その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総

会に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に

つき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は

適切に調整します。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る価格で新株の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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③　新株予約権

（平成14年11月９日臨時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 140

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 140（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）２．３．

新株予約権の行使期間
平成16年11月10日から

平成24年11月９日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 100,000

資本組入額　　　　50,000

新株予約権の行使の条件

①この新株予約権は、新株予約権の目的である株式の時価

がその行使に際して払込をすべき金額を下回る場合に

は、行使することが出来ない。

②その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総

会に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に

つき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は

適切に調整します。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る価格で新株の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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④　新株予約権

（平成15年５月17日臨時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 17

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）２．３．

新株予約権の行使期間
平成17年５月18日から

平成25年５月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 100,000

資本組入額　　　　50,000

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役もしく

は使用人の地位にあることを要す。ただし、当会社又は

当会社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了に

より退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合にはこの限りではない。

②その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総

会に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に

つき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は

適切に調整します。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る価格で新株の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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⑤　新株予約権

（平成17年８月26日臨時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 214

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 214（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）２．３．

新株予約権の行使期間
平成19年８月27日から

平成27年８月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 100,000

資本組入額　　　　50,000

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役もしく

は使用人の地位にあることを要す。ただし、当会社又は

当会社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了に

より退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合にはこの限りではない。

②その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総

会に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

　（注）１．当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整

は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率

上記のほか、各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に

つき、調整後株式数に調整後払込金額を乗じた額と同額となるよう、各新株予約権の行使により株式の数は

適切に調整します。

２．当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払い込み金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る価格で新株の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成22年10月１日～

 平成22年12月31日　　

        －    

　
　     8,885        －   　 333,500          － 104,000   

 

（６）【大株主の状況】

 平成22年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

渡邉　靖司 福岡市南区       4,430 49.86

ヴィシー・クラブ・エス・エス・

エム投資事業有限責任組合 
東京都港区南青山５丁目15－９ 1,840 20.71

日本駐車場開発株式会社 大阪市中央区北浜３丁目７－12 496 5.58

株式会社ＴＫＰキャピタル 東京都中央区日本橋茅場町３丁目７－３ 237 2.67

山中　孝一             東京都港区 180 2.03

藤原　香代子 福岡市中央区 120 1.35

トラストパーク従業員持株会　 福岡市博多区住吉４丁目３－２　 93 1.05

竹田　香代 福岡市博多区 80 0.90

佐藤　広樹 松戸市栄町 67 0.75

新島　勝統 福岡市中央区 60 0.68

居本　翼 大分県大分市 60 0.68

池永　正明 福岡市南区 60 0.68

石井　和俊 福岡市西区     60 0.68

山田　英二郎 福岡市中央区 60 0.68

計 － 7,843 88.27

 

EDINET提出書類

トラストパーク株式会社(E04066)

四半期報告書

14/37



（７）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,885 8,885 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 8,885 － －

総株主の議決権 － 8,885 －

 

　②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 106,000136,000128,900136,000138,000143,900

最低（円） 90,000105,000103,000120,000116,000132,500

　（注）　最高・最低株価は、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人

による四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,039,796 841,131

受取手形及び売掛金 104,913 130,631

有価証券 12,033 12,032

販売用不動産 24,037 138,194

仕掛販売用不動産 ※3
 484,757

※3
 757,672

仕掛品 150 47

原材料及び貯蔵品 5,393 687

前払費用 252,995 268,491

その他 71,983 122,886

貸倒引当金 △1,745 △2,567

流動資産合計 1,994,314 2,269,207

固定資産

有形固定資産

土地 1,444,651 1,438,566

その他（純額） ※1
 676,564

※1
 389,550

有形固定資産合計 2,121,216 1,828,117

無形固定資産

のれん 346,182 58,926

その他 20,926 20,197

無形固定資産合計 367,108 79,123

投資その他の資産

その他 324,963 290,505

貸倒引当金 △1,177 △1,284

投資その他の資産合計 323,785 289,220

固定資産合計 2,812,110 2,196,461

資産合計 4,806,425 4,465,668

EDINET提出書類

トラストパーク株式会社(E04066)

四半期報告書

17/37



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 47,646 53,787

短期借入金 530,000 1,035,600

1年内返済予定の長期借入金 341,072 534,880

未払法人税等 185,114 63,298

ポイント引当金 24,929 25,069

資産除去債務 915 －

その他 529,931 452,723

流動負債合計 1,659,608 2,165,357

固定負債

長期借入金 1,931,088 1,556,088

退職給付引当金 10,065 7,543

資産除去債務 26,246 －

その他 420,994 209,899

固定負債合計 2,388,393 1,773,530

負債合計 4,048,002 3,938,888

純資産の部

株主資本

資本金 333,500 333,500

資本剰余金 104,000 104,000

利益剰余金 320,921 89,277

株主資本合計 758,421 526,777

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

評価・換算差額等合計 1 2

純資産合計 758,423 526,780

負債純資産合計 4,806,425 4,465,668

EDINET提出書類

トラストパーク株式会社(E04066)

四半期報告書

18/37



（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 2,392,439 4,353,102

売上原価 1,950,811 3,283,957

売上総利益 441,627 1,069,144

販売費及び一般管理費 ※1
 397,111

※1
 555,581

営業利益 44,516 513,562

営業外収益

受取利息 184 434

受取配当金 3 1

受取保険金 905 1,655

受取補償金 － 3,007

その他 838 1,163

営業外収益合計 1,932 6,262

営業外費用

支払利息 13,525 29,063

その他 3,719 9,366

営業外費用合計 17,245 38,429

経常利益 29,203 481,395

特別損失

固定資産売却損 － 611

減損損失 ※2
 39,619

※2
 13,522

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,678

その他 3,721 －

特別損失合計 43,341 29,813

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△14,137 451,582

法人税、住民税及び事業税 48,722 177,038

法人税等調整額 △29,513 32,238

法人税等合計 19,208 209,276

少数株主損益調整前四半期純利益 － 242,305

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,346 242,305
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 1,196,816 1,614,993

売上原価 979,718 1,274,301

売上総利益 217,098 340,691

販売費及び一般管理費 ※1
 195,819

※1
 266,042

営業利益 21,279 74,649

営業外収益

受取利息 66 278

受取保険金 － 1,635

還付加算金 160 35

預り金精算差額金 126 73

その他 62 322

営業外収益合計 415 2,344

営業外費用

支払利息 7,407 14,884

その他 1,045 1,698

営業外費用合計 8,453 16,582

経常利益 13,241 60,411

特別損失

減損損失 ※2
 39,619

※2
 13,078

特別損失合計 39,619 13,078

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,378 47,332

法人税、住民税及び事業税 29,838 27,538

法人税等調整額 △33,320 279

法人税等合計 △3,481 27,818

少数株主損益調整前四半期純利益 － 19,514

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,896 19,514
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△14,137 451,582

減価償却費 50,857 69,793

減損損失 39,619 13,522

のれん償却額 1,043 18,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △341 △929

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,742 △140

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,807 2,522

受取利息及び受取配当金 △187 △436

支払利息 13,525 29,063

有形固定資産売却損益（△は益） － 611

固定資産除却損 1,695 1,682

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,678

売上債権の増減額（△は増加） 23,391 25,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,808 382,263

仕入債務の増減額（△は減少） △16,099 △9,118

前払費用の増減額（△は増加） △43,402 46,323

その他 △5,714 △2,346

小計 △136,010 1,043,960

利息及び配当金の受取額 187 436

利息の支払額 △13,677 △31,134

法人税等の支払額 △2,081 △52,568

法人税等の還付額 3,647 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △147,934 960,694

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 △11,822 △8,221

定期預金の払戻による収入 1,200 1,200

有価証券の取得による支出 △10,000 △10,000

有価証券の償還による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △48,056 △94,556

事業譲受による支出 △62,600 －

無形固定資産の取得による支出 △1,795 △8,148

有形固定資産の売却による収入 － 860

投資有価証券の取得による支出 △60 －

貸付けによる支出 △500 －

貸付金の回収による収入 300 727

敷金の回収による収入 3,069 4,181

敷金の差入による支出 △41,629 △10,313

資産除去債務の履行による支出 － △4,137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △167,600

その他 △975 △180

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,870 △286,187
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

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 1,150,000 465,000

短期借入金の返済による支出 △1,500,000 △970,600

長期借入れによる収入 700,000 483,600

長期借入金の返済による支出 △72,289 △429,925

割賦債務の返済による支出 △3,005 △1,312

社債の償還による支出 △5,000 －

リース債務の返済による支出 △6,503 △19,979

配当金の支払額 △10,036 △10,544

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,165 △483,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57,639 190,745

現金及び現金同等物の期首残高 697,635 775,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 639,995

※
 966,359

EDINET提出書類

トラストパーク株式会社(E04066)

四半期報告書

22/37



【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】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社グラン

シップの全株式を取得したため、連結の範囲に含めてお

ります。

　　なお、平成22年９月30日をみなし取得日としたため、当

第２四半期連結会計期間より四半期損益計算書及び四

半期キャッシュ・フロー計算書を連結しております。　　

（2）変更後の連結子会社の数

　　２社

２．会計処理基準に関する事項の変更 （1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する

会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は

1,213千円減少、経常利益は1,609千円減少、税金等調整

前四半期純利益は、17,288千円減少しております。また、

当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は15,997千円であります。

（2）企業結合に関する会計基準等の適用

　第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会

計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号　平成20年12月26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20年12月26日）を適用しており

ます。
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【表示方法の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、営

業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第

２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取補償金」は228千円であります。　

２．　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

 
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において

算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算

定しております。

２．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固定資産の減価償却については、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。

３．繰延税金資産の回収可能性の判断　 　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ため、前連結会計年度決算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。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年６月30日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、338,797千円であ

ります。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、242,612千円であ

ります。

 　２  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２四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 710,000千円

借入実行残高 270,000千円

差引残高 440,000千円

 　２  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 705,000千円

借入実行残高 505,000千円

差引残高 200,000千円

 ※３　担保資産

　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものは、次の

とおりであります。

仕掛販売用不動産 484,757千円

 ※３  担保資産

仕掛販売用不動産 757,672千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 122,228千円

退職給付費用

貸倒引当金繰入額

1,177千円

664千円

ポイント引当金繰入額 3,472千円

のれん償却額 1,043千円

　

※２　減損損失

当社グループは、駐車場事業及び飲食事業について

は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7.1％で割

り引いて算定しています。

 <駐車場事業>

　トラストパーク株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

駐車場
10ヶ所

九州
その他（構築物） 493
その他（工具器具備品） 3,209
その他（リース資産） 348

駐車場
３ヶ所

東京
その他（構築物） 344

その他（工具器具備品） 271

駐車場
２ヶ所

関西 その他（工具器具備品） 374

駐車場
２ヶ所

中国
その他（構築物） 7
その他（工具器具備品) 76

　

<飲食事業>

　ピー・エム・トラスト株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

店舗
６ヶ所

九州 その他（リース資産） 15,436

店舗
２ヶ所

関西 その他（リース資産） 6,558

その他 － その他(長期前払費用) 12,500
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売手数料 76,461千円

給与手当 123,761千円

退職給付費用

貸倒引当金繰入額

2,247千円

37千円

ポイント引当金繰入額 1,641千円

　

※２　減損損失

当社グループは、駐車場事業及び不動産等事業につ

いては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5.4％で割

り引いて算定しています。

 <駐車場事業>

　トラストパーク株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

駐車場
５ヶ所

九州
その他（構築物） 1,167
その他（工具器具備品） 1,279
その他（リース資産） 5,657

駐車場
１ヶ所

東京 その他（工具器具備品） 147

駐車場
１ヶ所

中国
その他（構築物） 456
その他（リース資産) 1,364

その他 －
その他（機械装置） 572
その他（工具器具備品） 618
その他（ソフトウェア） 1,813

　

<不動産等事業>

　トラストネットワーク株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

その他 － その他（投資不動産） 444
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 60,231千円

退職給付費用

貸倒引当金繰入額

550千円

234千円

ポイント引当金繰入額 1,676千円

のれん償却額 1,043千円

　

※２　減損損失

当社グループは、駐車場事業及び飲食事業について

は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7.1％で割

り引いて算定しています。

 <駐車場事業>

　トラストパーク株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

駐車場
10ヶ所

九州
その他（構築物） 493
その他（工具器具備品） 3,209
その他（リース資産） 348

駐車場
３ヶ所

東京
その他（構築物） 344

その他（工具器具備品） 271

駐車場
２ヶ所

関西 その他（工具器具備品） 374

駐車場
２ヶ所

中国
その他（構築物） 7
その他（工具器具備品) 76

　

<飲食事業> 

 ピー・エム・トラスト株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

店舗
６ヶ所

九州 その他（リース資産） 15,436

店舗
２ヶ所

関西 その他（リース資産） 6,558

その他 － その他(長期前払費用) 12,500
 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 62,115千円

退職給付費用 845千円

ポイント引当金繰入額 1,150千円

　

　

　

※２　減損損失

当社グループは、駐車場事業については店舗を基本

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5.4％で割

り引いて算定しています。

 <駐車場事業>

　トラストパーク株式会社

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

駐車場
５ヶ所

九州
その他（構築物） 1,167
その他（工具器具備品） 1,279
その他（リース資産） 5,657

駐車場
１ヶ所

東京 その他（工具器具備品） 147

駐車場
１ヶ所

中国
その他（構築物） 456
その他（リース資産) 1,364

その他 －
その他（機械装置） 572
その他（工具器具備品） 618
その他（ソフトウェア） 1,813
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 703,676千円

有価証券勘定 2,030千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △65,711千円

現金及び現金同等物 639,995千円

現金及び預金勘定 1,039,796千円

有価証券勘定 2,033千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △75,470千円

現金及び現金同等物 966,359千円

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　

平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　8,885株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 

(決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年９月29日

定時株主総会
普通株式 10,6621,200平成22年６月30日平成22年９月30日利益剰余金

    

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

　

　

（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年２月９日

取締役会
普通株式 36,4284,100平成22年12月31日平成23年３月１日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
駐車場事業
（千円）

ＣＧ制作
事業
（千円）

不動産等
事業
（千円）

飲食事業
（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
1,174,7991,663 1,829 18,5251,196,816 － 1,196,816

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

962 － － － 962 (962) －

計 1,175,7611,663 1,829 18,5251,197,779(962)1,196,816

営業利益又は営業損

失(△)
52,895△3,767△9,316△18,53121,279 － 21,279

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

 
駐車場事業
（千円）

ＣＧ制作
事業
（千円）

不動産等
事業
（千円）

飲食事業
（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
2,348,37411,533 2,586 29,9462,392,439 － 2,392,439

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,943 － － － 1,943(1,943) －

計 2,350,31711,533 2,586 29,9462,394,383(1,943)2,392,439

営業利益又は営業損

失(△)
110,004△3,335△25,464△36,68744,516 － 44,516

　(注)　　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　事業区分の追加

　　　　　　　前第３四半期連結会計期間において、ピー・エム・トラスト株式会社を設立し、飲食サービス店舗の運営を開始し

たことにより「飲食事業」セグメントを新たに追加しております。

３　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）ＣＧ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

(4）飲食事業・・・・・飲食サービス店舗の運営及びこれらに付随する事業

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

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

 

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日)

　  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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２四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

    海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日)

    海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）及び当第２四半期連結会計期

間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。

　当社グループは、駐車場の運営及び駐車場の管理受託に関する業務を主とした「駐車場事業」と、駐車場を

中心とした不動産売買仲介業務の他、マンション開発業務等の「不動産等事業」の２つを報告セグメントと

しております。

　

２．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

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日）

（単位：千円）

　
　

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益損益計
算書計上額
（注）

駐車場事業
不動産等
事業

売上高         　 　     

外部顧客への売上高 2,653,9321,699,1694,353,102 － 4,353,102

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,653,9321,699,1694,353,102 － 4,353,102

セグメント利益 155,572357,990513,562 － 513,562

（注）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。　

　

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）　

（単位：千円）

　
　

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益損益計
算書計上額
（注）

駐車場事業
不動産等
事業

売上高         　 　     

外部顧客への売上高 1,367,278247,7141,614,993 － 1,614,993

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,367,278247,7141,614,993 － 1,614,993

セグメント利益 52,859 21,789 74,649 － 74,649

（注）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。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の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おります。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連

結会計期間においては13,078千円であります。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。

　

（リース取引関係）

　当第２四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

リース取引開始日が平成20年６月30日以前の所有権移転外ファイナンス・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て処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会

計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

（金融商品関係）

　      当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

　　　　　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められ

ないため、記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　      当第２四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)

　        有価証券の四半期連結貸借対照表計上額及びその他の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動があり

ません。

 

（デリバティブ取引関係）

　      当第２四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)

　        当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　      当第２四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

　　　　　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

　　　　　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

    当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

       資産除去債務関係は、当連結会計年度の期首と比較し、著しい変動がないため、記載しておりません。

　

（賃貸等不動産関係）

　 当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

      　賃貸等不動産の、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認

められないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年６月30日）

１株当たり純資産額 85,359.96円 １株当たり純資産額 59,288.69円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3,753.08円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 27,271.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
26,417.97円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △33,346 242,305

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△33,346 242,305

期中平均株式数（株） 8,885 8,885

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 287

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 2,576.97円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 2,196.38円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,117.72円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △22,896 19,514

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△22,896 19,514

期中平均株式数（株） 8,885 8,885

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 330

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（株式分割）　　　　　

　　当社は、平成23年２月９日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割の実施を決議いたしました。

１　株式分割の目的

　　当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

２　株式分割の方法

　   　平成23年３月15日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株

につき５株の割合をもって分割いたします。

３　分割により増加する株式数

　株式分割前の当社発行済株式総数 8,885株

　今回の分割により増加する株式数 35,540株

　株式分割後の当社発行済株式総数 44,425株

　株式分割後の発行可能株式総数 150,000株

　なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成23年１月31日の発行済株式総数を基準として算出しており、それ

以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は考慮しておりません。

４　日程

　基準日公告日 平成23年２月28日

　基準日 平成23年３月15日

　効力発生日 平成23年３月16日

 

　当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当連結会計年度の開始

の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりとなります。

　

　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年６月30日）

　 17,071.99円　 11,857.73円

　

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等　

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
　　至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
　　至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 750.61円１株当たり四半期純利益金額 5,454.26円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

　

5,283.59円

　

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
　　至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
　　至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 515.39円１株当たり四半期純利益金額 439.27円

　なお、潜在株式調整後１株当たり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１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

　

423.54円

　

　

 

２【その他】

　平成23年２月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………36,428千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………4,100円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年３月１日

　（注）　平成22年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月11日

トラストパーク株式会社

取締役会　御中

三優監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杉田　純　　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 吉川　秀嗣　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトラストパーク株式

会社の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トラストパーク株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　追記情報　

　　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成22年２月10日開催の取締役会において、連結子会社であるピー・

エム・トラスト株式会社を解散し、特別清算の申立てを行うことを決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　        

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月14日

トラストパーク株式会社

取締役会　御中

三優監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杉田　純　　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 吉川　秀嗣　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトラストパーク株式

会社の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平

成22年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トラストパーク株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　追記情報

１．四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ている通り、会社は第１四半期連結会計

期間より資産除去債務に関する会計基準を適用している。　

２．重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成23年２月９日の取締役会において、株式分割を行うことを決議して

いる。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　        

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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