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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16期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第15期

会計期間
　自平成20年７月１日
　至平成20年12月31日

　自平成20年10月１日
　至平成20年12月31日

　自平成19年７月１日
　至平成20年６月30日

売上高（千円） 2,209,035     1,133,630 4,115,507

経常利益（千円）     23,772     16,905 146,060

四半期(当期)純利益（千円）     926     2,197 57,300

純資産額（千円） －     510,708 519,556

総資産額（千円） －     2,073,863 1,630,143

１株当たり純資産額（円） －     57,479.89 58,475.71

１株当たり四半期(当期)純利益金

額（円）
    104.28     247.33 6,462.96

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
    102.83     244.61 6,250.75

自己資本比率（％） －     24.6 31.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
 16,692 － 98,889

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    △425,145 － △113,369

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
    462,823 － △98,927

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－     380,152 325,783

従業員数（人） －     77 75

　（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。
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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、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20年12月31日現在

従業員数（人）     77(279) 

　（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20年12月31日現在

従業員数（人）     74(279) 

　（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事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
     当第２四半期連結会計期間
       (自 平成20年10月１日
        至 平成20年12月31日)

駐車場事業（千円）     1,123,301

ＣＧ制作事業（千円）     6,402

不動産等事業（千円）     3,926

合計（千円）     1,133,630

　（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。

 

２【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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３【財政状態及び経営成績の分析】

 (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、米国サブプライム問題に端を発する金融不安の拡大、株式・為

替市場の大幅な変動等の影響を受けて企業業績、個人消費とも先行き不透明な状態が続いております。

当社グループが属する駐車場業界におきましては、平成20年9月頃よりガソリン価格は値下げ傾向にはあるもの

の、自動車利用の手控えや工事関連車輌の需要減が、駐車場の稼動の減少につながる等、全体的に低調に推移いたし

ました。

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、将来の収益拡大を図るために、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た結果、第２四半期末の駐車場数は415ヶ所、車室数は18,282車

室となりました。また、既存駐車場におきましては、カード会員拡大、駐車料金・駐車場賃借料の見直し、月極駐車場

顧客の確保等収益力向上にも注力してまいりました。その一方で、新規駐車場のオープンに伴う初期投資費用の増

加や営業部門の増員に伴う人件費の増加等、費用が増加することとなりました。また、不採算駐車場の将来収支の見

直しを行い、15ヶ所4,736千円の減損損失を計上いたしました。

以上の結果、当第２四半期会計期間の経営成績につきましては、売上高は1,133,630千円、営業利益22,779千円、経

常利益16,905千円、四半期純利益は2,197千円となりました。

 

　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1,123,301千円となりました。営業利益は既存駐車場の稼動減少による収益性の低下、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等もあり26,992千円となりました。売上高の内訳は、直営店

方式918,972千円、加盟店方式147,604千円、管理受託方式43,252千円、機械販売等13,473千円となりました。

 

　    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いたしましたが、売上高6,402千

円、営業損失2,621千円となりました。

 

　    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した結果、売上高3,926千円、営業損失1,592千円となりました。

 

      (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、前連結会計年度末と比較

し54,369千円増加し、380,152千円となりました。

  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)

　        当第２四半期連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、37,206千円となりました。これは主に税

金等調整前四半期純利益12,248千円を計上したことのほか、駐車場設備等の減価償却費21,058千円等による資金

の取得等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)

　        当第２四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は、384,187千円となりました。これは主に新

規駐車場設備に係る有形固定資産の取得による支出329,045千円、定期預金預入による支出50,630千円等の資金

の支出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)

　        当第２四半期連結会計期間において財務活動により得られた資金は、250,190千円となりました。これは主に短

期借入れによる140,000千円の収入と短期借入金の返済による支出160,000千円、長期借入れによる収入295,000

千円と長期借入金の返済による支出22,207千円、配当金の支払額474千円等の支出によるものであります。
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　　　(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、当社が駐車場用地を取得したことにより、当社グループにおける主要な設備

となりました。その主要な設備は次のとおりであります。

事業所名

(所在地）

 事業の種類別セ

グメントの名称
設備の内容

帳簿価格（千円）

従業員数

(人) 
 建物及び

 構築物

 機械装置

 及び運搬

 具

土地

（面積㎡）
その他 合計

駐車場（長崎県佐

世保市）
 駐車場事業

 駐車場設

備
 － －

194,715

（1,075.68㎡）
3,921198,636  1

駐車場（大分県大

分市）
 駐車場事業

 駐車場設

備
－ －

119,013

（528.16㎡）
3,577122,590  1

 

(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20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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）

 株主としての

権利内容に制

限のない、標準

となる株式

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20年12月31日）

新株予約権の数（個） 255

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） 255（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20年12月31日）

新株予約権の数（個） 270

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） 270（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20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20年12月31日）

新株予約権の数（個） 21

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） 21（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20年12月31日）

新株予約権の数（個） 234

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） 234（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）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【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20年10月１日～

 平成20年12月31日　　

        －    

　
　     8,885        －   　 333,500          － 104,000   

 

（５）【大株主の状況】

 平成20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11－２     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     743     8.36

株式会社ティーケーピー 東京都中央区日本橋茅場町３丁目７－３     236     2.66

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

竹田　香代 福岡市博多区     80     0.90

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 －     7,929     89.24
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（６）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成20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20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20年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 120,000115,000100,000   87,00090,00089,500

最低（円） 118,000105,00095,00069,00080,00080,000

　（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。

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、当第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20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20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20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 495,721

※2
 390,100

受取手形及び売掛金 108,134 138,726

有価証券 2,022 2,018

販売用不動産 ※2
 28,070 －

仕掛販売用不動産 － ※2
 26,118

仕掛品 200 －

前払費用 194,740 183,637

その他 30,483 29,651

貸倒引当金 △2,841 △2,781

流動資産合計 856,532 767,470

固定資産

有形固定資産

土地 ※2
 767,947

※2
 460,513

その他（純額） ※1, ※2
 200,334

※1, ※2
 171,650

有形固定資産合計 968,282 632,163

無形固定資産 33,934 32,290

投資その他の資産

その他 215,264 198,625

貸倒引当金 △150 △406

投資その他の資産合計 215,114 198,218

固定資産合計 1,217,330 862,673

資産合計 2,073,863 1,630,143

負債の部

流動負債

買掛金 59,980 64,761

短期借入金 ※2
 260,000

※2
 30,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 90,356

※2
 80,774

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 20,812 78,543

ポイント引当金 20,486 19,425

その他 317,836 300,931

流動負債合計 779,472 584,435

固定負債

社債 － 5,000

長期借入金 ※2
 651,235

※2
 409,382

退職給付引当金 1,791 －

その他 130,656 111,768

固定負債合計 783,682 526,150
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年６月30日)

負債合計 1,563,154 1,110,586

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 73,207 82,054

株主資本合計 510,707 519,554

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

純資産合計 510,708 519,556

負債純資産合計 2,073,863 1,630,143
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（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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 2,209,035

売上原価 1,833,032

売上総利益 376,002

販売費及び一般管理費 ※
 344,517

営業利益 31,485

営業外収益

受取利息 694

受取配当金 6

受取保険金 727

受取手数料 476

その他 428

営業外収益合計 2,332

営業外費用

支払利息 7,803

その他 2,242

営業外費用合計 10,045

経常利益 23,772

特別利益

固定資産売却益 100

特別利益合計 100

特別損失

固定資産売却損 41

減損損失 4,736

その他 20

特別損失合計 4,797

税金等調整前四半期純利益 19,074

法人税、住民税及び事業税 13,806

法人税等調整額 4,342

法人税等合計 18,148

四半期純利益 926
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,133,630

売上原価 939,107

売上総利益 194,523

販売費及び一般管理費 ※
 171,744

営業利益 22,779

営業外収益

受取利息 7

受取保険金 265

預り金精算差額金 273

その他 46

営業外収益合計 593

営業外費用

支払利息 4,352

支払手数料 1,644

その他 469

営業外費用合計 6,466

経常利益 16,905

特別利益

固定資産売却益 100

特別利益合計 100

特別損失

減損損失 4,736

その他 20

特別損失合計 4,756

税金等調整前四半期純利益 12,248

法人税、住民税及び事業税 11,871

法人税等調整額 △1,820

法人税等合計 10,051

四半期純利益 2,197
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20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 19,074

減価償却費 38,604

減損損失 4,736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △196

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,061

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,791

受取利息及び受取配当金 △700

支払利息 7,803

有形固定資産売却損益（△は益） △58

固定資産除却損 192

売上債権の増減額（△は増加） 30,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,152

仕入債務の増減額（△は減少） △4,781

前払費用の増減額（△は増加） △10,835

その他 10,263

小計 95,393

利息及び配当金の受取額 700

利息の支払額 △8,141

法人税等の支払額 △71,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,692

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 △51,256

有形固定資産の取得による支出 △352,982

無形固定資産の取得による支出 △6,400

有形固定資産の売却による収入 150

貸付金の回収による収入 255

敷金の回収による収入 4,461

敷金の差入による支出 △18,691

その他 △681

投資活動によるキャッシュ・フロー △425,145

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 935,000

短期借入金の返済による支出 △705,000

長期借入れによる収入 295,000

長期借入金の返済による支出 △43,565

割賦債務の返済による支出 △2,894

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 △1,061

配当金の支払額 △9,655

財務活動によるキャッシュ・フロー 462,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,369

現金及び現金同等物の期首残高 325,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 380,152
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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等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

 会計処理基準に関する事項

の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

　 たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。これによる損益に与える影響はありません。　

 (2）リース取引に関する会計基準の適用

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正（企業会計基準委員会））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に

係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四

半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。　

　  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　なお、リース取引開始日が適用初年度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た会計処理を引き続き採用しており

ます。

　  この結果、リース資産が有形固定資産に12,948千円、リース債務が流動負債に2,761

千円、固定負債に10,909千円計上されております。また、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20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。

 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

(退職給付引当金)　

　従来、当社グループは従業員の退職金規程がありませんでしたが、従業員の生活の安定及び勤労意欲の増進を目的とし

て、平成20年７月に新たに退職金規程を制定し、退職給付引当金を計上することといたしました。なお、過去勤務債務は発

生しておらず、当第２四半期連結累計期間に係る発生額を売上原価に685千円、販売費及び一般管理費に1,130千円計上し

ております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は1,816千円それぞれ減少しております。
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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20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、179,871千円であ

ります。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、122,061千円であ

ります。

※２  担保資産及び担保付債務

定期預金

販売用不動産 

建物及び構築物 

  25,048千円

 28,070千円

 77,198千円

土地 　767,947千円

　計   898,264千円

 

上記に対する債務 

短期借入金  30,000千円

一年以内返済予定の長期借入金

長期借入金 

　70,616千円

 651,235千円

　計 751,851千円

 

※２  担保資産及び担保付債務

定期預金

仕掛販売用不動産

建物及び構築物  

  25,048千円

 26,118千円

79,372千円

土地 　460,513千円

　計   591,051千円

 

上記に対する債務 

短期借入金  30,000千円

一年以内返済予定の長期借入金

長期借入金 

　47,966千円

 403,182千円

　計 481,148千円

 

 　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   990,000千円

借入実行残高 　130,000千円

差引残高   860,000千円

 　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  840,000千円

借入実行残高 　－千円

差引残高 840,000千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

※　　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       108,177千円

退職給付費用

貸倒引当金繰入額 

        1,130千円

610千円

ポイント引当金繰入額       2,900千円
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　　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        55,147千円

退職給付費用

貸倒引当金繰入額

        583千円

 905千円

ポイント引当金繰入額           712千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20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

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定   495,721千円

有価証券勘定     2,022千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △117,591千円

現金及び現金同等物   380,152千円

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　

平成20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20年９月25日

定時株主総会
普通株式 　 9,773    1,100 

平成20年６月30日 

　　
平成20年９月26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21年２月９日

取締役会（予定）
普通株式 10,6621,200 平成20年12月31日 平成21年３月２日利益剰余金

 

（リース取引関係）

　当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日)

リース取引開始日が適用初年度開始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。

 

（有価証券関係）

　      当第２四半期連結会計期間末(平成20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）
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　      当第２四半期連結会計期間末(平成20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。
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（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20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　　　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

    

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20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）

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 1,123,3016,402 3,9261,133,630 － 1,133,630

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 6,592 6,592 (6,592) －

計 1,123,3016,402 10,5181,140,223(6,592)1,133,630

営業利益又は営業損失(△) 26,992△2,621 5,000 29,371(6,592)22,779

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20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）

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 2,192,46412,112 4,4582,209,035 － 2,209,035

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 6,592 6,592 (6,592) －

計 2,192,46412,112 11,0512,215,628(6,592)2,209,035

営業利益又は営業損失(△) 40,501△5,212 2,788 38,077(6,592)31,485

　(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　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

 

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自　

平成20年７月１日　至　平成20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】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自　

平成20年７月１日　至　平成20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。　

 

（企業結合等関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　　　　該当事項はありません。
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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20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 57,479.89円 １株当たり純資産額 58,475.71円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額 

104.28

 

102.83

円

 

円

 

１株当たり四半期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額

247.33

 

 244.61

円

 

円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益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。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 926 2,197

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（千円） 926 2,197

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） 　　125  99

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

　　　　　　 　－ 　　　　　　 　－

 

EDINET提出書類

トラストパーク株式会社(E04066)

四半期報告書

28/31



（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

(新規事業に係る重要な事象) 

 １．重要な子会社の設立

 　　当社は、平成21年１月14日開催の取締役会において、当社の運営する駐車場の付加価値向上の一環として、駐車場内に

飲食サービスを提供する事業を展開する為に子会社を設立することを決議し、平成21年１月28日に設立しております。

   (1)会社の名称

　　　ピー・エム・トラスト株式会社

   (2)本店所在地

　　　福岡県福岡市博多区住吉４丁目３番２号

　 (3)主な事業内容

　　　フード関連ビジネス

　　　①駐車場内を中心とした飲食物製造・販売

　　　②飲食店の運営に関するコンサルティング業務等

　 (4)資本金

　　　30,000千円

　 (5)株主構成

　　　トラストパーク株式会社 100% 

 ２．重要な業務提携契約の締結

　　ピー・エム・トラスト株式会社は、株式会社ドゥーウェルとの間で「いなほ焼き事業」のフランチャイズ事業契約を、

平成21年２月４日付けで締結しております。 

　 (1)会社の名称

　　　株式会社ドゥーウェル 

 　(2)営業開始日

　　　平成21年３月上旬を予定しております。 

　 (3)営業活動等へ及ぼす影響

　　　当面は自社所有の直営駐車場内で営業し、移動車輌での販売やその他の直営・加盟店舗における営業活動も順次展開

する予定であります。

 

２【その他】

　平成21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……………………10,662千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………1,200円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年３月２日

　（注）　平成20年12月31日現在の株主名簿及び実質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21年２月６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

 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20年７月１日から平成21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20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20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20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

計期間よりリース取引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21年１月14日開催の取締役会決議に基づき子会社を設立し、同子

会社において新規事業を展開するための契約を締結している。

  

 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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