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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成16年11月19日付で当社株式１株を21株に分割しております。 

  

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期 

会計期間 

自 平成16年 
８月１日 

至 平成17年 
１月31日 

自 平成17年 
８月１日 

至 平成18年 
１月31日 

自 平成18年 
８月１日 

至 平成19年 
１月31日 

自 平成16年 
８月１日 

至 平成17年 
７月31日 

自 平成17年 
８月１日 

至 平成18年 
７月31日 

売上高 （千円） 2,130,783 2,623,765 3,280,292 4,512,208 5,548,486 

経常利益 （千円） 429,994 846,318 536,457 1,019,259 1,824,299 

中間（当期）純利益 （千円） 265,604 499,626 315,068 612,242 1,069,476 

純資産額 （千円） 1,577,923 2,175,547 2,060,463 1,995,933 2,329,805 

総資産額 （千円） 2,182,084 4,492,468 7,803,818 3,885,151 6,244,734 

１株当たり純資産額 （円） 471.10 640.08 601.48 591.99 681.30 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 79.63 147.73 92.09 183.13 315.09 

潜在株式調整後１株 

当たり中間(当期)純利益 
（円） 77.19 145.31 91.18 178.76 309.34 

自己資本比率 （％） 72.3 48.4 26.4 51.4 37.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 145,168 57,125 △277,426 659,416 346,696 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △593,449 △85,740 △1,581,237 △1,278,513 △735,395 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △65,837 △462,779 1,309,827 949,324 1,053,385 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
（千円） 727,701 1,080,653 1,687,897 1,572,047 2,236,733 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（名） 

88 

(252) 

117 

(367) 

166 

(516) 

107 

(267) 

144 

(381) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成16年11月19日付で当社株式１株を21株に分割しております。 

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期 

会計期間 

自 平成16年 
８月１日 

至 平成17年 
１月31日 

自 平成17年 
８月１日 

至 平成18年 
１月31日 

自 平成18年 
８月１日 

至 平成19年 
１月31日 

自 平成16年 
８月１日 

至 平成17年 
７月31日 

自 平成17年 
８月１日 

至 平成18年 
７月31日 

売上高 （千円） 1,523,179 2,585,571 3,100,247 3,750,229 5,408,195 

経常利益 （千円） 290,008 830,901 593,326 741,358 1,733,296 

中間（当期）純利益 （千円） 184,129 490,445 465,000 450,172 1,014,562 

資本金 （千円） 441,526 487,852 532,256 457,137 511,578 

発行済株式総数 （株） 3,349,458 3,398,871 3,425,667 3,371,571 3,419,115 

純資産額 （千円） 1,334,391 1,842,240 1,831,355 1,671,807 1,950,764 

総資産額 （千円） 1,850,227 4,184,836 7,225,602 3,483,853 5,885,634 

１株当たり純資産額 （円） 398.39 542.02     534.60 495.85 570.45 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 55.20 145.01 135.91 134.66 298.92 

潜在株式調整後１株 

当たり中間(当期)純利益 
（円） 53.51 142.64 134.57 131.44 293.46 

１株当たり配当額 （円） － － － 200 200 

自己資本比率 （％） 72.1 44.0 25.4 48.0 33.1 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（名） 

32 

(15) 

102 

(14) 

103 

(10) 

75 

(11) 

108 

(10) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループは、当社及び駐車場事業に関係する連結子会社１社（株式会社パーキ

ングプロフェッショナルサービシーズ）、スキー場事業に係わる連結子会社１社（日本スキー場開発株式会社）の連

結子会社２社で構成されております。駐車場事業に関しては、不稼動駐車場の有効活用を中心として、駐車場の運営

受託や駐車場の運営・設計・リニューアル及び安全面に関するコンサルティングなどを行っております。その他の事

業としては、未上場会社のＩＰＯ支援、上場会社のＩＲコンサルティング、支援先の有価証券の取得及び売却を行う

ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業及び日本スキー場開発株式会社によるスキー場事業を行っております。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、次の連結子会社を吸収合併しております。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業の従業員は、複数の事業に従事しているため、事業区分別の従業員数を

算出することが困難となっております。そのため専任の人員のみ記載しております。 

     ４ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

     ５ 従業員数が当中間連結会計期間において22名増加しておりますが、主として子会社での契約社員の増加によ

るものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円）

主要な事業内容 
議決権の所有割合 

(％) 
関係内容 

（連結子会社） 

㈱マーケットメイカーズ 
東京都千代田区 20 駐車場事業 100 

当社運営駐車場の
リニューアル 
役員の兼任４名 

  平成19年１月31日現在

区分 従業員数（名） 

駐車場事業 141 （478） 

ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業 2   

スキー場事業 12  （38） 

全社共通 11   

合計 166  （516） 

  平成19年１月31日現在

従業員数（名） 103  （10） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は企業収益の改善、設備投資の拡大が鮮明になり、個人消費にも明る

い兆しが見られました。また、一方で原油価格の高騰や金利の上昇懸念等は引き続き存在したものの、景気は緩や

かながら、着実な回復を継続しました。 

 不動産市場におきましては、オフィスビルや商業施設だけでなく、住宅を対象とした私募の不動産ファンド、

REITなどの組成が積極的に行われ、都心部に加えて地方都市の優良物件を競い合って取得するような状況が続きま

した。また、駐車場を取り巻く環境は、改正道路交通法の施行により、違法駐車の使用者責任の厳格化、違法駐車

の取締り業務の一部民間委託により違法駐車取締りが強化され、違法駐車に対する社会的な注目度がより一層高ま

りました。しかしながら、改正道路交通法の施行や景気回復は附置義務駐車場の不稼働部分の減少や、地価の高騰

によるオフィスビルなどの賃料上昇を引き起こし、その結果、当社グループがオーナーから賃借する不稼働駐車場

の賃料が上昇するなど、当社グループの業績へのマイナス要因が新たに発生しました。 

 駐車場事業においては、改正道路交通法の施行による違法駐車の即時摘発開始などを背景に、既存物件での時間

貸し駐車場運営・管理は順調に推移しました。地方都市においては、2006年4月に札幌支社、2006年12月に仙台支

社を開設し拡大を行いながら営業活動を行った結果、新規物件獲得は堅調に推移しました。一方、東京において

は、景気の回復、競合業者の増加などマーケットの変化により収益還元型のソリューション提案が逓減しているな

かオーナーのニーズを捉えきれず、新規獲得物件数は当初計画と比べて大幅に伸び悩みました。これらの結果、駐

車場事業売上は3,039,403千円（前年同期比18.4％増）となりました。 

 ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業においては、未上場会社を中心にコンサルティング契約件数を増加させたこ

とに加えて、当社の支援先とシナジー効果を高めることが見込まれる企業へ、保有する有価証券の一部について売

却を行ったことにより、ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング売上は75,600千円（前年同期比33.9％増）となりました。

 スキー場事業においては、日本全国的に暖冬ではあり、当中間連結会計期間に取得したサンアルピナ鹿島槍スキ

ー場においても今シーズンは降雪が少なく、年末年始になりようやく全面滑走可能となりました。暖冬、少雪の影

響で来場者数が減少したこと、来場者数主体の営業戦略から一人当たり顧客単価の高いユーザー層を呼び込む戦略

への転換に想定以上の時間を要していることなどにより、今中間連結会計期間においては、当初計画どおりの進捗

とはならず、スキー場事業の売上高は165,288千円（前年同期は無し）となりました。これらにより全社での売上

高は3,280,292千円（前年同期比25.0％増）となりました。 

 売上総利益率については、改正道交法の施行や景気回復などの影響により東京を中心として地価が上昇している

中、物件数の拡大を先行させた2006年7月期の第４四半期に獲得した物件において、当社グループが駐車場オーナ

ーに支払う賃料が上昇し、赤字物件、低収益物件が発生したことにより、売上総利益率は37.5％（前年同期より

4.8ポイントの低下）となりました。 

 販売費及び一般管理費については、駐車場事業においては、営業部門を中心とした社員数の増加、積極的なシス

テム投資による減価償却費増加、支社開設による地代家賃増加など拡充や効率化に伴う費用が発生しました。ま

た、スキー場事業においては、余剰コストの削減を積極的に行いましたが、レストランのリニューアルなど集客力

を高めるための投資を行いました。これらにより、売上高販管費率は25.0％となり、営業利益は410,913千円（前

年同期比22.0％減）となりました。 

 営業外収益として、投資有価証券売却益（98,035千円）、私募ファンドからの分配金である匿名組合投資利益

（30,736千円）等を計上、営業外費用として、金融機関との関係強化とスキー場の取得のために借入金を増やした

ことで支払利息（19,597千円）が発生し、経常利益は536,457千円（前年同期比36.6％減）となり、中間純利益は

315,068千円（前年同期比36.9％減）と株式上場後初めての減益となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間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、税金等調整前中間純利益541,376

千円を計上したことや短期借入金の増加額1,400,000千円、長期借入による800,000千円の収入、投資有価証券の売

却による1,046,306千円の収入などがあったものの、法人税等の支払による559,465千円の支出、有形固定資産の取

得による768,816千円の支出、投資有価証券の取得による1,898,984千円の支出、長期借入の返済による247,433千

円の支出、配当金の支払683,823千円などがあったため、前連結会計年度末に比べ548,836千円減少し、当中間連結

会計期間末には1,687,897千円となりました。 

 当中間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） 

 営業活動の結果使用した資金は277,426千円（前年同期は57,125千円の収入）となりました。これは主に税金等

調整前中間純利益541,376千円の計上などがあったものの、法人税等の支払による559,465千円の支出、営業投資有

価証券の増加額229,533千円などがあったことによるものであります。 



 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,581,237千円（前年同期は85,740千円の支出）となりました。これは主に投資

有価証券の売却による1,046,306千円の収入、投資有価証券の償還による102,468千円の収入などがあったものの、

投資有価証券の取得による1,898,984千円の支出、有形固定資産の取得による768,816千円の支出などがあったため

であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は1,309,827千円（前年同期は462,779千円の支出）となりました。これは主に配当

金の支払による683,823千円の支出、長期借入金の返済による247,433千円の支出があったものの、短期借入金の増

加額1,400,000千円、長期借入による800,000千円の収入などがあったためであります。 



２【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）受注実績 

 当社グループ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 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 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 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における駐車場事業の地域別売上高、物件数及び契約台数を主

たる地域別に示すと、次のとおりであります。 

駐車場事業の地域別売上高 

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 金額（千円） 

駐車場事業 2,567,295 3,039,403 118.4 

ＩＰＯ・ＩＲ 

コンサルティング事業  
56,470 75,600 133.9 

スキー場事業 － 165,288 － 

合計 2,623,765 3,280,292 125.0 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 金額（千円） 

  北海道 － 17,240 － 

   駐 東北 － 71 － 

   車 関東 1,392,800 1,712,711 123.0 

   場 近畿 881,788 909,468 103.1 

   事 東海 205,792 281,958 137.0 

   業 中国  36,272 51,911 143.1 

  九州 50,641 66,042 130.4 

  計 2,567,295 3,039,403 118.4 



駐車場事業の地域別物件数及び契約台数 

 ※ 上記指標の『契約台数』とは当社グループと駐車場オーナーとの間で賃貸借契約を締結している台数でありま

す。また、時間貸しマネジメント物件に関しては、賃貸借契約を締結していないため、契約台数については記

載せずに物件数のみを記載しております。 

３【対処すべき課題】 

 当社グループは、不稼動駐車場に対する有効活用ソリューションを提供し成長してまいりました。駐車場事業につ

いては、平成18年６月から改正道路交通法が施行され、違法駐車の使用者責任の明確化や違法駐車の取締りの一部業

務を民間に委託できるようになる等、駐車場の需給バランスに影響を与えうる環境の変化が起こり、駐車場の存在の

重要性が高まりつつあります。これらの変化をビジネスチャンスとして捉え、いち早く顧客のニーズを察知し、最適

なソリューションを提供することが当社の成長の鍵となります。 

 また、新規事業については、ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業において優良な未上場企業とのコンサルティング

契約締結が順調に進み、スキー場事業においてスキー場を取得するなど、新たな展開を迎えております。 

 当社グループでは、外部環境への対応と内部環境の整備を常に考え、特に以下の点については具体的に対処すべき

項目と認識し、今後も引き続き強化する所存です。 

① 顧客満足度の維持 

 当社グループでは、常に駐車場オーナー及びユーザー双方のニーズを満たすべく、最適なソリューションを提供す

るよう努めております。また、顧客対応においては、マニュアルの充実を図るとともに、継続的な社員教育により能

力・モラルの向上を図っております。 

 特に大型の有人管理の現場においては、マニュアルの充実と運用の徹底のみならず、お客様の満足度を高めていく

基本姿勢を徹底し、充実したサービスを提供するよう心掛けております。 

 これまで駐車場市場に欠落していたサービスという概念を持ち込むことにより、今後も顧客満足度の維持・向上に

常に努めてまいります。 

② 差別化戦略 

 駐車場業界においては、特段の法的規制がなく形式的参入障壁が低いため、大企業から個人の小規模経営まで、全

国に多数の同業者が存在し、創業当時からそれらの事業者と競合する状態にあります。 当社グループは、独自のオ

ペレーションノウハウ（月極、１日貸し、時間貸し等の組み合わせによる収益の極大化）、豊富な情報量（法人を中

心とする月極駐車場ユーザーに関する活きた情報）、新規建設ビル・商業施設などに附置される駐車場への設計段階

からのコンサルティング、既存の立体駐車場へのリニューアルや安全面に関するコンサルティング、高級ホテル・ブ

ティック・レストランにおけるバレーサービスなどハードとソフトの両面から付加価値の高いサービスを提供するこ

とにより他社との差別化を行い、今後も実質的な参入障壁を高めることで当社の市場での優位性を維持してまいりま

す。 

③ 新規事業の育成 

 当社は、創業以来、駐車場事業を専業としてまいりましたが、「関わる人全てがハッピーなビジネスを」という経

 

平成18年7月期 

(平成18年１月31

日現在） 

平成19年7月期 

(平成19年１月31

日現在） 前年 

同期比

（％） 

平成18年7月期 

(平成18年１月31

日現在） 

平成19年7月期 

(平成19年１月31

日現在） 前年 

同期比

（％）

平成18年7月期 

(平成18年１月31日

現在） 

平成19年7月期 

(平成19年１月31日

現在） 前年 

同期比

（％）
月極専用直営物件 

時間貸し併用直営物件 

時間貸しマネジメント物件 

全直営物件及び 

時間貸しマネジメント物件 

物件数(件） 

契約台数（台） 

物件数(件） 

契約台数（台） 

物件数(件） 

契約台数（台） 

物件数(件） 

契約台数（台） 

物件数(件） 

契約台数（台） 

物件数(件） 

契約台数（台） 

 北海道 
－ 

－ 

4 

59 

－ 

－ 

－ 

－ 

2 

0 

－ 

－ 

－ 

－ 

6 

59 

－ 

－ 

 東北 
－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

40 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

40 

－ 

－ 

 関東 
214 

3,751 

240 

4,160 

112.1 

110.9 

33 

1,482 

48 

2,060 

145.5 

139.0 

247 

5,233 

288 

6,220 

116.6 

118.9 

 近畿 
71 

1,044 

95 

1,338 

133.8 

128.2 

44 

1,705 

49 

1,588 

111.4 

93.1 

115 

2,749 

144 

2,926 

125.2 

106.4 

 東海 
18 

269 

21 

276 

116.7 

102.6 

15 

374 

21 

480 

140.0 

128.3 

33 

643 

42 

756 

127.3 

117.6 

 中国 
2 

29 

7 

108 

350.0 

372.4 

2 

88 

5 

121 

250.0 

137.5 

4 

117 

12 

229 

300.0 

195.7 

 九州 
13 

187 

19 

251 

146.2 

134.2 

4 

101 

9 

162 

225.0 

160.4 

17 

288 

28 

413 

164.7 

143.4 

 計 
318 

5,280 

386 

6,192 

121.4 

117.3 

98 

3,750 

135 

4,451 

137.8 

118.7 

416 

9,030 

521 

10,643 

125.2 

117.9 



営理念に基づき、不稼動な素材に着目し、これを有効活用することにより、関係者の満足を高めることに取組んでお

ります。この考え方に基づき、ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業とスキー場事業へ進出いたしました。 

 両事業とも、事業基盤は十分強固なものとは言えず、提供するサービス水準をより充実させる必要があります。 

 ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業については、専門的な知識を持つ優秀なスタッフの採用、教育に努めるととも

に優れたビジネスモデルを持つ有望な未上場企業の発掘に注力し、ハンズオンで支援先の企業価値向上に努めて参り

ます。 

 スキー場事業については、スキー場の選定とサービスレベルの維持・向上が重要になってきます。今中間連結会計

期間において、第一号スキー場を取得し、運営形態の見直しやレストランのリニューアルなどを実施しました。運営

ノウハウを蓄積し、第二号案件の取得や運営受託に活かすと共にスキー場の選定を行う際のデューデリジェンスの精

度を上げ、様々なリスクコントロールを行い、スキー場の収益を向上させていきます。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、スキー場事業にて主要な設備を取得し改修しております。その設備状況は以下の通

りであります。 

 （注）１．帳簿価格のうち「その他」は、工具器具備品の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれており

ません。 

２．従業員数の（ ）は当中間連結会計期間の臨時従業員数であり、外書しております。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

会社名 
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 

帳簿価額（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 

(面積千㎡)
その他 合計  

日本スキー場
開発株式会社 

 サンアルピナ 

鹿島槍スキー場 

(長野県大町市） 

スキー場事業  

 スキー場

（レストラ

ン・宿泊施設

を含む） 

498,294 36,006 
141,526 

(352) 
31,686 707,514 

12 

   （116）



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】 

②【発行済株式】 

 （注）１ 発行済株式は全て完全議決権を有しており、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり

ます。 

２ 「提出日現在発行数」には、平成19年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 12,564,720 

計 12,564,720 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 
（平成19年１月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年４月20日） 

上場証券取引所名 
又は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 3,425,667 3,425,667 

東京証券取引所 

市場第一部 

ジャスダック証券取引所 

（注）１，２ 

計 3,425,667 3,425,667 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21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。 

平成14年７月15日の臨時株主総会決議 

 （注） 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、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。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年１月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 18 同左 

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 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,206 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり      706 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成16年７月16日 

至平成19年７月15日 
同左 

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       706 

資本組入額      706 
同左 

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（以下「本新株

予約権者」という。）

は、権利行使時におい

て、会社の取締役又は

従業員の地位を有して

いるものとする。但

し、会社の取締役を任

期満了により退任した

場合、又は従業員を定

年により退職した場合

にはこの限りではな

い。 

② 新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人がそ

の権利を行使すること

ができるものとする。 

③ 本新株予約権の質入そ

の他一切の処分は認め

ないものとする。 

④ 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、会社と対象取締役

及び従業員との間で締

結する「日本駐車場開

発株式会社 新株予約

権付与契約書」に定め

るところによる。 

同左 

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場

合には、取締役会の承認を

要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項             －             － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項             －             － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

１   

分割・併合の比率   



また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。（次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有す

る当社普通株式の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し又は自己株式を処分

する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとする。） 

        

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×一株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

（併合の場合は減少株式数を減ずる） 



平成15年10月29日の定時株主総会決議 

① 平成15年11月５日の取締役会決議 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年１月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 550 同左 

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 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 34,650 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり     6,312 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成17年11月１日 

至平成20年10月31日 
同左 

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      6,312 

資本組入額     3,156 
同左 

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（以下「本新株

予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社または当社

のグループ会社の取締

役、監査役または従業

員であることを要す

る。但し、任期満了に

よる退任、定年退職、

その他取締役会が認め

る正当な理由がある場

合はこの限りではな

い。また、コンサルテ

ィングに関する契約を

締結している企業につ

いては、当社と締結し

ているコンサルティン

グに関する契約が引き

続き有効であることを

要する。 

② 新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人がそ

の権利を行使すること

ができるものとする。 

③ その他の条件について

は、平成15年10月29日

開催の当社定時株主総

会及び平成15年11月５

日開催の新株予約権発

行の取締役会決議に基

づき、当社と新株予約

権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。 

同左 

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場

合には、取締役会の承認を

要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  －  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －  



 （注） 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、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。 

また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。（次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有す

る当社普通株式の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し又は自己株式を処分

する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとする。） 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

１   

分割・併合の比率   

        

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×一株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

（併合の場合は減少株式数を減ずる） 



② 平成16年７月21日の取締役会決議 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年１月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 174 同左 

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 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,654 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり    17,869 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成17年11月１日 

至平成20年10月31日 
同左 

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     17,869 

資本組入額     8,935 
同左 

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（以下「本新株

予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社または当社

のグループ会社の取締

役、監査役または従業

員であることを要す

る。但し、任期満了に

よる退任、定年退職、

その他取締役会が認め

る正当な理由がある場

合はこの限りではな

い。また、コンサルテ

ィングに関する契約を

締結している企業につ

いては、当社と締結し

ているコンサルティン

グに関する契約が引き

続き有効であることを

要する。 

② 新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人がそ

の権利を行使すること

ができるものとする。 

③ その他の条件について

は、平成15年10月29日

開催の当社定時株主総

会及び平成16年７月21

日開催の新株予約権発

行の取締役会決議に基

づき、当社と新株予約

権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。 

同左 

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場

合には、取締役会の承認を

要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項   －  － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －  － 



 （注） 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、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。 

また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。（次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有す

る当社普通株式の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し又は自己株式を処分

する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとする。） 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

１   

分割・併合の比率   

        

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×一株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

（併合の場合は減少株式数を減ずる） 



平成16年10月27日定時株主総会決議 

①平成17年９月２日取締役会決議  

 
中間会計期間末現在 
（平成19年１月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 1,300  同左 

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 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,300  同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 18,867  同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成18年11月１日 

至 平成21年10月31日 
 同左 

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 

資本組入額 

18,867 

9,434 
 同左  

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（以下「本新株予約

権者」という。）は、権

利行使時においても、当

社または当社のグループ

会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを

要する。但し、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が認める

正当な理由がある場合は

この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする 

③ その他の条件について

は、平成16年10月27日開

催の当社定時株主総会及

び平成17年９月２日開催

の新株予約権発行の取締

役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権付

与契約」に定めるところ

による。 

 同左 

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場合

には、取締役会の承認を要す

るものとする。  

 同左   

代用払込みに関する事項  － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



 （注） 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、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。 

          また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整 

          による１円未満の端数は切り上げる。（次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式として保 

          有する当社普通株式の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し又は自己株式 

          を処分する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとする。） 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

１   

分割・併合の比率   

        

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×一株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

（併合の場合は減少株式数を減ずる） 



    平成17年10月26日定時株主総会決議  

    ①平成18年４月25日取締役会決議  

 
中間会計期間末現在 
（平成19年１月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 17,000  同左 

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 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,000  同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 25,980  同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月１日 

至 平成22年10月31日 
 同左 

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 

資本組入額 

25,980 

12,990 
 同左  

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（以下「本新株予約

権者」という。）は、権

利行使時においても、当

社または当社のグループ

会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを

要する。但し、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が認める

正当な理由がある場合は

この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする 

③ その他の条件について

は、平成17年10月26日開

催の当社定時株主総会及

び平成18年４月25日開催

の新株予約権発行の取締

役会決議に基づき、当社

と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権付

与契約」に定めるところ

による。 

 同左   

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場合

には、取締役会の承認を要す

るものとする。  

 同左   

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  － 



 （注） 新株予約権発行後、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、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。 

また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。（次の算式において「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有す

る当社普通株式の数は含まないものとし、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行し又は自己株式を処分

する場合には、「新発行株式数」には当該発行又は処分される株式数を含むものとする。） 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

１   

分割・併合の比率   

        

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×一株当り払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

（併合の場合は減少株式数を減ずる） 



(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、資本金等の状況】 

 （注１） 新株予約権の行使によるものです。 

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18年８月１日～ 

平成19年１月31日

（注１）  

6,552 3,425,667 20,678 532,256 20,678 387,944 



(5）【大株主の状況】 

  平成19年１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（％） 

巽 一久 兵庫県芦屋市 1,110,587 32.42 

岡田 建二 愛知県名古屋市中区 156,871 4.58 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 119,070 3.48 

川村 憲司 東京都港区 88,889 2.59 

氏家 太郎 奈良県奈良市 79,585 2.32 

杉岡 伸一  神奈川県鎌倉市 59,660 1.74 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 49,776 1.45 

株式会社穴吹工務店  香川県高松市藤塚町一丁目11番22号  35,590 1.04 

ザ チェース マンハ

ッタン バンク ３８

５０３２ 

(常任代理人 株式会

社みずほコーポレート

銀行 兜町証券決裁業

務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町6番7号） 
35,000 1.02 

ドイチェ バンク ア

ーゲー ロンドン ピ

ービー ファーム ア

カウント ６１４ 

（常任代理人 ドイツ

証券株式会社） 

TAUNUSANLAGE 12,D-60325  

FRANKFURT AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

（東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー） 

26,284 0.77 

計 － 1,761,312 51.42 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式（その他）」の欄に91株（議決権91個）含まれております。

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  平成19年１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 3,425,667 3,425,667 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 3,425,667 － － 

総株主の議決権 － 3,425,667 － 

  平成19年１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 － － － － － 

月別 平成18年８月 ９月 10月 11月 12月 平成19年１月 

最高（円） 21,240 21,850 19,110 17,300 15,690 13,230 

最低（円） 19,160 18,000 15,800 14,200 12,300 11,240 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日まで）及び当中間会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成18年７月31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     1,080,653 1,687,897   2,236,733 

２ 売掛金     71,637 132,765   76,694 

３ 営業投資有価証券     226,574 803,966   352,932 

４ 匿名組合出資金     － 200,000   200,000 

５ 棚卸資産     － 6,915   － 

６ 繰延税金資産     14,962 30,543   57,193 

７ 前渡金     82,296 106,118   90,002 

８ 前払費用     26,942 49,940   18,240 

９ 短期貸付金     50,000 66,000   50,000 

10 その他     44,506 123,764   70,627 

流動資産合計     1,597,573 35.6 3,207,912 41.1   3,152,425 50.5

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物     10,310 510,518   13,555 

(2）機械装置     9,177 33,490   8,510 

(3）車両運搬具     － 13,795   4,014 

(4）工具器具備品     24,290 91,073   35,207 

(5）土地     － 141,526   － 

有形固定資産合計     43,777 1.0 790,405 10.1   61,288 1.0

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア     38,801 60,145   33,931 

(2）ソフトウェア 
仮勘定 

    2,200 －   4,675 

(3）その他     755 654   704 

無形固定資産合計     41,756 0.9 60,799 0.8   39,311 0.6

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２    2,176,576 2,642,557   1,954,683 

(2）匿名組合出資金     407,794 697,124   731,104 

(3）関係会社出資金     － 31,287   － 

(4）長期貸付金     － 64,000   － 

(5）敷金及び保証金     224,606 256,449   240,764 

(6）繰延税金資産     249 53,147   65,023 

(7）その他     133 133   133 

投資その他の資産
合計 

    2,809,360 62.5 3,744,701 48.0   2,991,709 47.9

固定資産合計     2,894,895 64.4 4,595,906 58.9   3,092,309 49.5

資産合計     4,492,468 100.0 7,803,818 100.0   6,244,734 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成18年７月31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     5,898 78,392   42,212 

２ 短期借入金     － 1,700,000   300,000 

３ 一年以内返済予定
の長期借入金 

※２    133,200 1,110,532   433,200 

４ 未払金     35,960 117,170   46,391 

５ 未払費用     37,659 48,860   36,843 

６ 未払法人税等     352,016 227,939   561,230 

７ 未払消費税等 ※３   35,232 25,691   50,119 

８ 繰延税金負債     － －   2,508 

９ 前受金     149,324 193,881   166,608 

10 預り金     43,953 120,312   67,004 

11 その他     10,157 2,880   － 

流動負債合計     803,402 17.9 3,625,659 46.5   1,706,119 27.3

Ⅱ 固定負債           

  １ 長期借入金  ※２   1,033,400 1,792,035   1,916,800 

  ２ 繰延税金負債     214,425 －   － 

３ 預り保証金     265,693 325,660   292,009 

固定負債合計     1,513,518 33.7 2,117,695 27.1   2,208,809 35.4

負債合計     2,316,921 51.6 5,743,354 73.6   3,914,928 62.7

            

（少数株主持分）           

少数株主持分     － － － －   － －

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     487,852 10.9 － －   － －

Ⅱ 資本剰余金     355,149 7.9 － －   － －

Ⅲ 利益剰余金     988,432 22.0 － －   － －

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    344,112 7.6 － －   － －

資本合計     2,175,547 48.4 － －   － －

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

    4,492,468 100.0 － －   － － 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成18年７月31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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     － － 532,256 6.8   511,578 8.2

２ 資本剰余金     － － 387,944 5.0   367,266 5.9

３ 利益剰余金     － － 1,189,528 15.2   1,558,283 24.9

株主資本合計     － － 2,109,730 27.0   2,437,128 39.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
評価差額金 

    － － △49,266 △0.6   △107,670 △1.7

評価・換算差額等 
合計 

    － － △49,266 △0.6   △107,670 △1.7 

Ⅲ 新株予約権     － － － －   347 0.0

Ⅳ 少数株主持分     － － － －   － －

純資産合計     － － 2,060,463 26.4   2,329,805 37.3 

負債純資産合計     － － 7,803,818 100.0   6,244,734 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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     2,623,765 100.0 3,280,292 100.0   5,548,486 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,512,611 57.7 2,050,850 62.5   3,208,311 57.8

売上総利益     1,111,153 42.3 1,229,441 37.5   2,340,174 42.2

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   584,229 22.2 818,527 25.0   1,212,256 21.9

営業利益     526,924 20.1 410,913 12.5   1,127,918 20.3

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   686   2,931 3,170   

２ 受取配当金   11,920   13,627 24,207   

３ 投資有価証券 
売却益 

  266,786   98,035 603,324   

４ 匿名組合投資利
益 

  47,391   30,736 84,128   

５ 雑収入   400 327,185 12.5 3,199 148,531 4.5 3,221 718,052 13.0

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   4,513   19,597 14,728   

２ 新株発行費   2,934   ― 3,559   

３ 株式交付費   ―   272 ―   

４ 投資有価証券 
売却損 

  ―   2,696 ―   

５ 創立費   343   ― 343   

６ 匿名組合投資損
失 

  ―   ― 3,036   

７ 雑損失   ― 7,791 0.3 420 22,987 0.7 2 21,670 0.4

経常利益     846,318 32.3 536,457 16.3   1,824,299 32.9

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ ―   3,999 ―   

２ 新株予約権戻入
益 

  ―   3,429 ―   

３ 貸倒引当金戻入
益 

  130 130 0.0 ― 7,429 0.2 130 130 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 568   2,510 724   

２ 事務所原状回復
費 

  ―   ― 1,703   

３ 事故負担金   ― 568 0.1 ― 2,510 0.0 15,616 18,044 0.3

税金等調整前 
中間（当期） 
純利益 

    845,880 32.2 541,376 16.5   1,806,385 32.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  353,717   230,359 753,344   

法人税等調整額   △7,464 346,253 13.2 △4,051 226,308 6.9 △16,436 736,908 13.3

中間（当期） 
純利益 

    499,626 19.0 315,068 9.6   1,069,476 19.3

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    340,447

Ⅱ 資本準備金増加高     

１ 新株予約権行使による
株式の発行 

 14,702 14,702

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高    355,149

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    1,163,120

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間純利益  499,626 499,626

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  674,314 674,314

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高    988,432

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

 

株主資本 
評価・換算 

 差額等 
新株予約権 

  

 少数株主 

持分 

  

 純資産合計

  
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  

平成18年７月31日 残高 
（千円） 

511,578 367,266 1,558,283 2,437,128 △107,670 347 ― 2,329,805 

中間連結会計期間中の 
変動額         

新株の発行 
（新株予約権の行使） 

20,678 20,678 ― 41,356 ― ― ― 41,356 

剰余金の配当 ― ― △683,823 △683,823 ― ― ― △683,823 

中間純利益 ― ― 315,068 315,068 ― ― ― 315,068 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― 58,404 △347 ― 58,056 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

20,678 20,678 △368,754 △327,398 58,404 △347 ― △269,341 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

532,256 387,944 1,189,528 2,109,730 △49,266 ― ― 2,060,463 

 

株主資本 
評価・換算差

額等 
  
新株予約権 
  

  
 少数株主 
持分 

  

純資産合計

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 

平成17年７月31日 残高（千円） 457,137 340,447 1,163,120 1,960,706 35,227 － － 1,995,933

連結会計年度中の変動額         

新株の発行 

(新株予約権の行使) 
54,440 26,819 － 81,259 － － － 81,259

剰余金の配当 － － △674,314 △674,314 － － － △674,314

当期純利益 － － 1,069,476 1,069,476 － － － 1,069,476

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
－ － － － △142,897 347 － △142,549

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
54,440 26,819 395,162 476,422 △142,897 347 － 333,872

平成18年７月31日 残高（千円） 511,578 367,266 1,558,283 2,437,128 △107,670 347 － 2,329,805



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日）

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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 

  

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益 

  845,880 541,376 1,806,385

２ 減価償却費   10,226 35,399 23,958

３ 貸倒引当金の減少額   △130 － △130

４ 固定資産売却益   － △3,999 －

５ 固定資産除却損   568 2,510 724

６ 投資有価証券売却益   △266,786 △98,035 △603,324

７ 投資有価証券売却損   － 2,696 －

８ 匿名組合投資利益   △47,391 △30,736 △84,128

９ 匿名組合投資損失   － － 3,036

10 新株発行費   481 － 3,559

11  株式交付費   － 272 －

12 株式報酬費用   － 3,082 347

13 新株予約権戻入益   － △3,429 －

14 受取利息及び 
受取配当金 

  △12,606 △16,559 △27,377

15 支払利息   4,513 19,597 14,728

16 売上債権の減少額 
又は増加額(△) 

  27,310 △56,070 22,252

17 棚卸資産の増加額   － △6,915 －

18 営業投資有価証券の
増加額 

  △172,446 △229,533 △374,486

19 前払費用の減少額 
又は増加額（△） 

  △4,065 △29,467 5,864

20 前渡金の増加額   △10,457 △16,116 △18,163

21 差入保証金の減少額
又は増加額（△） 

  1,641 △13,894 △11,657

22 仕入債務の増加額 
又は減少額（△） 

  △46,719 36,179 △10,404

23 前受金の増加額   20,592 27,273 37,877

24 未払金の増加額 
又は減少額（△） 

  △17,918 47,508 △6,873

25 預り金の増加額   1,310 53,308 24,360

26 預り保証金の増加額   9,856 33,650 36,172

27 未払費用の増加額   24,042 10,985 22,217

28 未払消費税等の増加
額又は減少額（△） 

  △3,126 △24,185 11,760

29 その他   △25,679 △28,276 △35,740

小計   339,094 256,619 840,958

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日）

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

30 利息及び配当金の 
受取額 

  12,606 16,559 27,377

31 利息の支払額   △4,830 △20,798 △15,264

32 法人税等の還付額   － 29,657 －

33 法人税等の支払額   △289,744 △559,465 △506,375

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  57,125 △277,426 346,696

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得
による支出 

  △13,553 △768,816 △39,359

２ 有形固定資産の売却
による収入 

  － 17,000 －

３ 有形固定資産の除却
による支出 

  － △1,932 －

４ 無形固定資産の取得
による支出 

  △3,154 △28,918 △6,915

５ 投資有価証券の取得
による支出 

  △706,808 △1,898,984 △2,041,315

６ 投資有価証券の売却
による収入 

  738,051 1,046,306 1,944,939

７ 投資有価証券の償還
による収入 

  － 102,468 －

８ 匿名組合出資による
支出 

  △140,896 △32,806 △696,971

９ 匿名組合出資返還・
分配による収入 

  99,401 66,235 165,867

10 短期貸付による支出   △50,000 △16,000 △50,000

11 長期貸付による支出   － △64,000 －

12 敷金の預入による 
支出 

  △9,422 △2,171 △18,933

13 敷金の回収による 
収入 

  669 380 7,320

14 その他   △26 － △26

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △85,740 △1,581,237 △735,395

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日）

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

  １ 短期借入金の増加額   － 1,400,000 300,000

  ２ 長期借入による収入   200,000 800,000 1,500,000

  ３ 長期借入返済による
支出 

  △33,400 △247,433 △150,000

４ 株式の発行による 
収入 

  44,934 41,083 77,699

５ 配当金の支払額   △674,314 △683,823 △674,314

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △462,779 1,309,827 1,053,385

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額(△) 

  △491,394 △548,836 664,686

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,572,047 2,236,733 1,572,047

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,080,653 1,687,897 2,236,733

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は㈱パーキングプロフ

ェッショナルサービシーズ、㈱マ

ーケットメイカーズ及び日本スキ

ー場開発㈱の３社であります。 

上記のうち、日本スキー場開発㈱

については、当中間連結会計期間

において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は㈱パーキングプロフ

ェッショナルサービシーズ及び日

本スキー場開発㈱の２社でありま

す。 

平成18年９月１日を合併期日とし

当社を存続会社として当社は連結

子会社である㈱マーケットメイカ

ーズを吸収合併しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は㈱パーキングプロフ

ェッショナルサービシーズ、㈱マ

ーケットメイカーズ及び日本スキ

ー場開発㈱の３社であります。 

上記のうち日本スキー場開発㈱に

ついては、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社はありません。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 同左 

  

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

はありません。 

 (3) 持分法を適用しない関連会社 

㈲パーキング・キャピタル・ワン

上記の持分法非適用会社は、中間

純利益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 同左 

  

 (2) 持分法を適用しない非連結子 

会社及び関連会社はありません。

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 

連結子会社の決算日は、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 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部資

本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 

移動平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

中間決算期末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 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

決算期末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 

同左 

②棚卸資産 

 ――――― 

②棚卸資産 

（イ）商品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。 

（ロ）貯蔵品  

最終仕入原価法を採用しており

ます。 

②棚卸資産 

 ――――― 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ９～15年 

機械装置          15年 

工具器具備品     ４～10年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物    ８～75年 

機械装置         ５～17年 

車両運搬具      ４～12年 

工具器具備品      ３～17年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物    10～18年 

機械装置          15年 

車両運搬具        ６年 

工具器具備品     ４～15年 

②無形固定資産 

定額法によっております。但しソ

フトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上して

おります。 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

ａ 一般債権 

貸倒実績率によっております。 

ｂ 貸倒懸念債権等特定の債権 

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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）その他中間連結財務諸表作成のた

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。 

(5）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5）その他連結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 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

５ 中間連結キャッシュ・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ヶ

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。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同左 



中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

（有価証券）  

 当社グループは、従来一般事業会

社としての会計処理方法を採用して

おりましたが、当中間連結会計期間

より投資事業本部における事業に関

して投資会社としての特徴を反映し

た会計処理方法に変更いたしまし

た。この変更により従来、固定資産

に計上されていた投資有価証券

226,574千円が流動資産の営業投資

有価証券として表示されておりま

す。 

 この変更は、未上場会社への出資

を従来行っていましたが、IPO支

援、上場会社への企業価値向上コン

サルティング事業を目的とし、平成

17年10月26日開催の当社株主総会に

おいて、事業目的の追加の定款変更

を行い、当期より投資事業本部を新

たに創設し当該事業を開始したこと

によるものであります。 

――――― （有価証券）  

 当社グループは、営業投資有価証

券の会計処理を従来の方法から当連

結会計年度より投資事業の特徴を反

映した会計処理方法に変更いたしま

した。この結果、投資事業に関わる

有価証券を営業投資有価証券として

固定資産から流動資産への区分変更

及び営業投資有価証券から生じる損

益を営業外損益区分から営業損益区

分への区分変更となります。 

 この変更は、未上場会社への出資

及びIPO支援、上場会社への企業価

値向上コンサルティング事業を目的

とし、平成17年10月26日開催の当社

株主総会において、事業目的の追加

の定款変更を行い、当連結会計年度

より投資事業本部を新たに創設し当

該事業を開始したことによるもので

あります。 

 この変更により投資有価証券

352,932千円が営業投資有価証券と

して表示されております。また当連

結会計年度より開始されたIPO・IR

コンサルティング事業に係る売上

78,312千円を売上高として表示して

おります。 

（固定資産の減損基準に係る会計基

準） 

  当中間連結会計期間より固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（平

成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― （固定資産の減損基準に係る会計基

準） 

 当連結会計年度より固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（平成

15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

（役員賞与引当金に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より企業会計

基準４号「役員賞与に関する会計基

準」（平成17年11月29日企業会計基

準委員会）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― ――――― 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基 

準」（企業会計基準第５号 平成17 

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等 

の適用指針」（企業会計基準適用指 

針第８号 平成17年12月９日）を適 

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,060,463千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,329,458千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

――――― （ストック・オプション等に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会

計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第11号 平成17年12月27日）を適

用しております。 

 これにより、株式報酬費用3,082

千円が費用として計上され、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益が3,082千円減少しておりま

すが、付与対象者のストック・オプ

ションの権利放棄により、新株予約

権戻入益3,429千円が特別利益とし

て計上され、税金等調整前中間純利

益が347千円増加しております。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第

11号 平成17年12月27日）を適用し

ております。 

 これにより、株式報酬費用347千

円が費用として計上され、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益が347千円減少しておりま

す。 

――――― （企業結合会計に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「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）および「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第7号）ならびに「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 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

――――― 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年７月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  25,114千円     62,077千円   33,651千円

※２   ────── ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保提供資産 

    担保付債務   

投資有価証券  122,370千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

 

 

 50,000千円

長期借入金   37,500千円

計  87,500千円

※２   ────── 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、未払消費税

等として表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３   ────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目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主要

な費目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主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当 149,737千円 給与手当 

委託サービス費

209,327千円

89,736千円

給与手当 350,236千円

※２   ────── ※２ 固定資産売却益の内容は次の

通りであります。 

建物及び構築物  344千円

機械装置 3,655 

計 3,999 

※２   ────── 

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 423千円

その他(電話加入権) 144 

計 568 

建物及び構築物    2,056千円

工具器具備品 136 

その他(電話加入権) 318 

計 2,510 

建物及び構築物 423千円

その他(電話加入権) 300 

計 724 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注）普通株式の発行済株式総数の増加6,552株は、新株予約権の権利行使によるものであります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       新株予約権の当中間連結会計期間末残高はありません。 

３．当中間連結会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項 

 平成18年10月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

４．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち当中間連結会計期間末日後に行う剰余金の配当に関する事

項 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加47,544株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の連結会計年度末残高は347千円であります。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 3,419,115 6,552 － 3,425,667 

合計 3,419,115 6,552 － 3,425,667 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 普通株式の配当に関する事項  

 （１） 配当金の総額 683,823千円 

 （２） １株当たり配当額  200円 

 （３） 基準日  平成18年７月31日 

 （４） 効力発生日  平成18年10月26日 

 
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（注） 3,371,571 47,544 － 3,419,115 

合計 3,371,571 47,544 － 3,419,115 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 



３．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

平成17年10月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

  

４．当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

平成18年10月25日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 普通株式の配当に関する事項  

 （１） 配当金の総額 674,314千円 

 （２） １株当たり配当額  200円 

 （３） 基準日  平成17年７月31日 

 （４） 効力発生日  平成17年10月27日 

 普通株式の配当に関する事項  

 （１） 配当金の総額 683,823千円 

 （２） 配当の原資  利益剰余金 

 （３） １株当たり配当額  200円 

 （４） 基準日  平成18年７月31日 

 （５） 効力発生日  平成18年10月26日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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１月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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19年１月31日） 

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 

（平成18年７月31日） 

現金及び預金勘定 1,080,653千円

現金及び現金同等物 1,080,653千円

現金及び預金勘定  1,687,897千円

現金及び現金同等物  1,687,897千円

現金及び預金勘定 2,236,733千円

現金及び現金同等物 2,236,733千円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

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 

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 

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中間期末残

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中間期末残

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
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

工具器具 
備品 

11,982 5,211 6,770 

ソフト 
ウェア 

6,804 5,056 1,748 

合計 18,787 10,268 8,518 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具 
備品 

12,442 6,636 5,805

ソフト 
ウェア 

4,504 3,734 770

合計 16,947 10,370 6,576

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具 
備品 

11,401 5,479 5,922

ソフト 
ウェア 

4,504 3,283 1,220

合計 15,906 8,762 7,143

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,274千円

１年超 5,393千円

合計 8,667千円

１年以内    3,344千円

１年超  3,486千円

合計 6,831千円

１年以内 3,218千円

１年超 4,053千円

合計  7,272千円

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

額及び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

額及び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 2,512千円

減価償却費相当額 2,325千円

支払利息相当額 88千円

支払リース料 1,671千円

減価償却費相当額 1,607千円

支払利息相当額 51千円

支払リース料 4,277千円

減価償却費相当額 3,918千円

支払利息相当額 148千円

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

得価額相当額との差額を利息相

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。 

 （減損損失について） 

リース資産に分配された減損損

失はありません。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

  （減損損失について） 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

（減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年１月31日） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

２. 時価評価されていない有価証券                                 

当中間連結会計期間末（平成19年１月31日） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

２. 時価評価されていない有価証券                                 

前連結会計年度末（平成18年７月31日） 

 １. その他有価証券で時価のあるもの 

２. 時価評価されていない有価証券                                 

（デリバティブ取引関係） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 1,505,509 2,041,576 536,066 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 60,946 105,074 44,127 

小計 1,566,456 2,146,650 580,194 

内容 

  
中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 

    非上場株式 
256,500 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 2,787,309 2,697,143 △90,166 

② 債券 － － － 

③ その他 213,746 220,847 7,101 

小計 3,001,055 2,917,990 △83,065 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

    非上場株式 
528,533 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

① 株式 1,871,306 1,717,017 △154,289 

② 債券 － － － 

③ その他 333,846 306,598 △27,248 

小計 2,205,153 2,023,615 △181,538 

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 

    非上場株式 
284,000 



（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年１月31日） 

当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

株式報酬費用 3,082千円 

※なお、当中間連結会計期間において新株予約権の失効があったため、特別利益として新株予約権戻入益  

 3,429千円を計上しております。 

前連結会計年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）まで継続して、当社及び当社グループ会社の取締役、監 

    査役及び従業員であることを要する。但し、取締役及び監査役の任期満了による退任、定年退職、その他取締 

    役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。また、コンサルティングに関する契約を締結してい 

    る企業については、当社と締結しているコンサルティングに関する契約が引き続き有効であることを要する。 

    ３．権利行使の条件は以下のとおりであります。 

    ①新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社グループ会社の取締役、監査役及び従業員であることを 

     要する。但し、取締役及び監査役の任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認める正当な理由が  

     ある場合はこの限りではない。また、コンサルティングに関する契約を締結している企業については、当社 

     と締結しているコンサルティングに関する契約が引き続き有効であることを要する。 

    ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 

 （１）ストック・オプションの内容  

  平成14年７月期 平成16年７月期 平成16年７月期 

 付与対象者の区分別人数 

  

  

  

  

  

  

  

  

当社取締役   １名 

当社従業員   ６名 

当社取締役    ５名 

当社監査役    ２名 

当社従業員    21名 

当社子会社取締役 ３名 

当社子会社従業員 ９名 

当社と経営コンサルティン

グに関する契約を締結する

企業       １社 

当社取締役    ５名 

当社監査役    ２名 

当社子会社取締役 ３名 

当社と経営コンサルティン

グに関する契約を締結する

企業       １社 

 ストック・オプション数 

 （注）１ 
普通株式   90,720株 普通株式   51,912株 普通株式   3,696株 

 付与日 平成14年7月15日 平成15年11月５日 平成16年７月21日    

 権利確定条件 （注）２ （注）２     （注）２    

 対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。    

対象勤務期間の定めはあり

ません。    

対象勤務期間の定めはあり

ません。    

 権利行使期間 

  

平成16年７月16日 

平成19年７月15日 

平成17年11月１日 

平成20年10月31日 

平成17年11月１日 

平成20年10月31日 

 権利行使条件  （注）３ (注）３ （注）３ 

 

  平成18年７月期 平成18年７月期 平成18年７月期 

 付与対象者の区分別人数 

  

  

当社従業員    ６名 

当社アルバイト  １名 

   

当社取締役    ６名 

当社監査役    ２名 

当社従業員    14名 

当社従業員    ３名 

 

  

 ストック・オプション数 

 （注）１ 
普通株式    1,400株   普通株式   17,000株 普通株式   3,000株 

 付与日 平成17年９月２日 平成18年４月25日 平成18年７月14日    

 権利確定条件 （注）２ （注）２    （注）２    

 対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。    

対象勤務期間の定めはあり

ません。    

対象勤務期間の定めはあり

ません。    

 権利行使期間 

  

 平成18年11月１日 

 平成21年10月31日 

 平成19年11月１日 

 平成22年10月31日 

 平成19年11月１日 

 平成22年10月31日 

 権利行使条件  （注）３ (注）３ （注）３ 



    ③本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

    ④その他の条件については当社取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結す 

     る新株予約権付与契約書に定めるものとする。 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

    式数に換算しております。 

 ①ストック・オプションの数 

                                               （単位：株）
 

  平成14年７月期 平成16年７月期 平成16年７月期 

 付与日  平成14年７月15日  平成15年11月５日    平成16年７月21日 

 権利確定前    

  前連結会計年度末残 ― 50,274 3,696 

  付与 ― ― ― 

  失効 ― ― ― 

  権利確定 ― 50,274 3,696 

  当連結会計年度末残 ― ― ― 

 権利確定後    

  前連結会計年度末残 49,329 ― ― 

  権利確定 ― 50,274 3,696 

  権利行使 39,123 8,379 42 

  失効 ― 693 ― 

  当連結会計年度末残 10,206 41,202 3,654 

  平成18年７月期 平成18年７月期 平成18年７月期 

 付与日  平成17年９月２日  平成18年４月25日    平成18年７月14日 

 権利確定前    

  前連結会計年度末残 ― ― ― 

  付与 1,400 17,000 3,000 

  失効 100 ― ― 

  権利確定 ― ― ― 

  当連結会計年度末残 1,300 17,000 3,000 

 権利確定後    

  前連結会計年度末残 ― ― ― 

  権利確定 ― ― ― 

  権利行使 ― ― ― 

  失効 ― ― ― 

  当連結会計年度末残 ― ― ― 



  

 ２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積もり方法 

 当連結会計年度において付与された平成18年７月14日ストック・オプションについての公正な評価単価の見積もり方

法は以下のとおりであります。 

  ①使用した評価技法 

  ②ストック・オプションの主な基礎数値及び見積方法 

  （注1）株価の変動性の算定は、付与日までの過去２年９ヶ月間の株価実績に基づき算定しております。 

  （注2）十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積っております。 

  （注3）平成17年７月期の配当実績、平成18年７月期の配当予想によっております。 

  （注4）予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  ３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

 ４．連結財務諸表への影響額 

 ストック・オプション制度による株式報酬費用 347千円 

  ②単価情報 

                                                （単位：円）

  平成14年７月期 平成16年７月期 平成16年７月期 

 付与日 平成14年７月15日 平成15年11月５日  平成16年７月21日  

 権利行使価格 706 6,312 17,869 

 権利行使時の平均株価 22,257 22,932 22,115 

 公正な評価単価（付与日） ― ― ― 

  平成18年７月期 平成18年７月期 平成18年７月期 

 付与日 平成17年９月２日 平成18年４月25日  平成18年７月14日  

 権利行使価格 18,867 25,980 24,533 

 権利行使時の平均株価 ― ― ― 

 公正な評価単価（付与日） ― ― 5,063 

 ブラック・ショールズモデル、二項モデル等の方法の折衷法  

  
平成18年７月14日 

ストック・オプション 

 株価変動性（注1） 41％ 

 予想残存期間（注2） ２年９ヶ月 

 予想配当（注3） 200円/株 

 無リスク利子率（注4） 0.92％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年１月31日） 

 当社グループは、駐車場の管理・運営を主事業としておりますが、この駐車場の管理・運営事業の売上高及

び営業利益の金額が全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％超となっているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年１月31日）  

 （注）（１）事業区分の方法及び各区分の主な内容 

   事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。 

       駐車場事業               ・・・駐車場の総合コンサルティング、運営・管理 

       ＩＰＯ・ＩＲコンサルティング事業    ・・・未上場会社のＩＰＯ支援や上場会社のＩＲコンサル 

                              ティング、営業投資有価証券の取得及び売却 

       スキー場事業              ・・・スキー場の総合コンサルティング、運営・管理 

 （２）営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は226,183千円であり、その主な

ものは人事総務・経理などの管理部門に係る費用及び各セグメント共通の費用で便益の程度が直接把握で

きない費用部分であります。 

前連結会計年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 当社グループは、駐車場の管理・運営を主事業としておりますが、この駐車場の管理・運営事業の売上高

及び営業利益の金額が全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％超となっているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年１月31日）当中間連結会計期間（自平成18年８月１日

至平成19年１月31日）前連結会計年度（自平成17年８月１日 至平成18年７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】 

前中間連結会計期間（自平成17年８月１日 至平成18年１月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年１月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
駐車場事業 
（千円） 

ＩＰＯ・ＩＲ
コンサルティ
ング事業 
（千円） 

スキー場事業
（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 
3,039,403 75,600 165,288 3,280,292 － 3,280,292 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － 685 685 (685) － 

計 3,039,403 75,600 165,973 3,280,977 (685) 3,280,292 

 営業費用 2,368,191 48,673 226,330 2,643,194    226,183 2,869,378 

 営業利益(又は営業損失） 671,212 26,926 (60,356) 637,783 (226,869) 410,913 



   （企業結合等関係） 

当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日) 

共通支配下の取引等 

 １．結合当時企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、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) 結合当時企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

  ①結合企業 

   名称：日本駐車場開発㈱（当社） 

   事業の内容：駐車場に関する総合コンサルティング業 

  ②被結合企業 

   名称：㈱マーケットメイカーズ 

   事業の内容：立体駐車場のリニューアル、メンテナンス業 

(２) 企業結合の法的形式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式 

(３) 結合後企業の名称 

    日本駐車場開発㈱ 

(４) 取引の目的を含む取引の概要 

 当社は㈱マーケットメイカーズが行っている機械式立体駐車場のリニューアル、メンテナンス事業の強化を

図ることが当社グループ全体の企業価値を高めていく上で最適であると判断したため、平成18年９月１日を合

併期日とし、当社を存続会社とする吸収合併方式で㈱マーケットメイカーズを吸収合併しました。㈱マーケッ

トメイカーズは解散しております。 

 なお、全額出資子会社との合併でありますので、新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

２．実施した会計処理の概要 

「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）および「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日企業会計基準第7号）ならびに「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 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理をしております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１株当たり純資産額 640.08円

１株当たり中間純利益 147.73円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
145.31円

１株当たり純資産額    601.48円

１株当たり中間純利益 92.09円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
91.18円

１株当たり純資産額 681.30円

１株当たり当期純利益 315.09円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
309.34円

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益 499,626千円 315,068千円       1,069,476千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 499,626千円 315,068千円 1,069,476千円 

普通株式の期中平均株式数 3,382,041株 3,421,371株 3,394,147株 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 56,412株 34,122株       63,124株 

普通株式増加数の内訳       

新株予約権 56,412株 34,122株 63,124株 

希薄化効果を有しない為、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 平成15年10月29日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

平成16年10月27日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

 （新株予約権）  

 普通株式 3,654株 

 行使価格 17,869円 

 （新株予約権）  

 普通株式 1,300株 

 行使価格 18,867円 

 （新株予約権）  

 普通株式 17,000株 

 行使価格 25,980円 

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

 （新株予約権）  

 普通株式 17,000株 

 行使価格 25,980円 

 （新株予約権）  

 普通株式 3,000株 

 行使価格 24,533円 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１投資有価証券の売却  

平成18年２月10日に当社が保有する

投資有価証券の一部を売却いたしま

した。 

  

投資有価証券売却の内容 

  

２資金の借入  

当社は当中間連結会計期間終了後、

地方銀行他と営業上の関係強化のた

め、下記の通り総額1,400,000千円

の借入れを実施しております。 

借入先    ㈱八十二銀行 

       ㈱大垣共立銀行 

       ㈱あおぞら銀行 

       ㈱広島銀行 

       ㈱中国銀行 

       ㈱滋賀銀行 

       ㈱関西アーバン銀行 

       明治安田生命保険 

       相互会社 

       ㈱静岡銀行 

利率     年0.640％～1.375％ 

借入実施時期 平成18年２月１日～ 

       平成18年４月20日 

返済期限   平成18年４月～ 

       平成20年３月 

 銘柄  大成株式会社  

 売却価格  746,200千円(650,000株) 

 売却益  225,982千円 

 売却先  大成株式会社  

 売却日  平成18年２月10日 

 売却方法  大成株式会社が実施する

名古屋証券取引所におけ

る「自己株式の立会外買

付制度」による売却 

当社は平成19年３月22日開催の取締

役会において、金銭消費貸借契約に

おける借入限度額に関する覚書の締

結について決議しております。覚書

の内容につきましては以下のとおり

であります。 

自社運営駐車場購入用資金としての

金銭消費貸借契約における借入限度

額に関する覚書締結 

 (1) 覚書締結についての理由 

自社運営駐車場購入用の資金需

要に備えるため 

 (2) 借入限度額 

   3,000,000千円 

 (3) 覚書の有効期間 

   平成19年３月30日から 

   平成20年３月29日まで 

 (4) 覚書締結先金融機関 

   株式会社みずほ銀行 

連結子会社である日本スキー場開発

㈱がスキー場の運営を目的として、

平成18年８月10日付けでサンアルピ

ナ鹿島槍スキー場の譲渡契約を締結

し購入しました。契約の概要につき

ましては以下のとおりであります。 

 (1) 取得先の名称 

 学校法人信州学園 

 株式会社教育企画センター 

 (2) 取得資産の所在地 

   長野県大町市平鹿島槍黒沢高原 

 (3) 取得資産の種類 

サンアルピナ鹿島槍スキー場の

土地・建物・リフト他スキー場

設備、その他スキー場運営に係

る一切の権利 

 (4) 物件引渡しの時期 

   平成18年９月１日 

 (5) 取得価額 

 550,000千円 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年７月31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     780,734 1,298,562   1,909,926 

２ 売掛金     58,432 85,485   60,965 

３ 営業投資有価証券     226,574 803,966   352,932 

４ 匿名組合出資金     － 200,000   200,000 

５ 前渡金     82,296 106,118   90,002 

６ 前払費用     23,690 30,639   16,298 

７ 短期貸付金     50,000 66,000   50,000 

８ 関係会社 
短期貸付金 

    － 90,000   － 

９ 繰延税金資産     8,626 2,682   56,103 

10 その他     40,942 95,274   37,758 

流動資産合計     1,271,298 30.4 2,778,730 38.5   2,773,987 47.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物     10,310 12,223   13,555 

(2) 機械装置     － 7,905   － 

(3) 車両運搬具     － 3,374   4,014 

(4）工具器具備品     24,190 59,359   35,135 

有形固定資産合計     34,500 0.8 82,863 1.1   52,706 0.9

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア     38,801 59,612   33,931 

(2）ソフトウェア 
仮勘定 

    2,200 －   4,675 

(3）その他     755 654   704 

無形固定資産合計     41,756 1.0 60,266 0.8   39,311 0.7

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２    2,176,576 2,642,557   1,954,683 

(2）関係会社株式     40,000 200,000   40,000 

(3）匿名組合出資金     407,794 697,124   731,104 

(4) 関係会社出資金      － 31,287   － 

(5) 長期貸付金     － 64,000   － 

(6）関係会社 
長期貸付金  

    － 360,000   － 

(7）敷金及び保証金     212,775 255,852   228,933 

(8）繰延税金資産     － 52,784   64,774 

(9）その他     133 133   133 

投資その他の資産
合計 

    2,837,280 67.8 4,303,741 59.6   3,019,629 51.3

固定資産合計     2,913,538 69.6 4,446,871 61.5   3,111,647 52.9

資産合計     4,184,836 100.0 7,225,602 100.0   5,885,634 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年７月31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     82,599 142,660   110,410 

２ 短期借入金      － 1,700,000   300,000 

３ １年以内返済予定
の長期借入金 

 ※２   133,200 1,036,532   433,200 

４ 未払金     25,440 68,507   43,920 

５ 未払費用     13,957 8,861   8,524 

６ 未払法人税等     346,692 223,186   561,190 

７ 未払消費税等 ※４   27,288 14,348   40,455 

８ 前受金     149,324 182,972   166,608 

９ 預り金     40,572 115,511   61,780 

10 その他     10,157 －   － 

流動負債合計     829,233 19.8 3,492,581 48.3   1,726,090 29.3

Ⅱ 固定負債           

  １  長期借入金 ※２   1,033,400 1,576,035   1,916,800 

  ２  繰延税金負債     214,425 －   － 

３ 預り保証金     265,537 325,630   291,979 

固定負債合計     1,513,362 36.2 1,901,665 26.3   2,208,779 37.6

負債合計     2,342,595 56.0 5,394,246 74.6   3,934,869 66.9

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     487,852 11.7 － －   － －

Ⅱ 資本剰余金           

 資本準備金   355,149   － －   

 資本剰余金合計     355,149 8.5 － －   － －

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金   2,000   － －   

中間未処分利益   653,126   － －   

利益剰余金合計     655,126 15.6 － －   － －

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    344,112 8.2 － －   － －

資本合計     1,842,240 44.0 － －   － －

負債及び資本合計     4,184,836 100.0 － －   － － 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年７月31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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     － － 532,256 7.4   511,578 8.7

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   －   387,944 367,266   

資本剰余金合計     － － 387,944 5.4   367,266 6.2

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   －   2,000 2,000   

(2）その他利益 
剰余金 

          

繰越利益剰余金   －   958,420 1,177,242   

利益剰余金合計     － － 960,420 13.3   1,179,242 20.0

 株主資本合計     － － 1,880,621 26.1   2,058,087 34.9 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
評価差額金 

    － － △49,266 △0.7   △107,670 △1.8

評価・換算差額等 
合計 

    － － △49,266 △0.7   △107,670 △1.8

Ⅲ 新株予約権     － － － －   347 0.0

純資産合計     － － 1,831,355 25.4   1,950,764 33.1 

負債純資産合計     － － 7,225,602 100.0   5,885,634 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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     2,585,571 100.0 3,100,247 100.0   5,408,195 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,561,031 60.4 2,031,254 65.5   3,294,825 60.9

売上総利益     1,024,539 39.6 1,068,993 34.5   2,113,370 39.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    512,974 19.8 605,325 19.5   1,076,047 19.9

営業利益     511,565 19.8 463,667 15.0   1,037,322 19.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   326,784 12.6 150,047 4.8   717,301 13.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   7,448 0.3 20,389 0.7   21,327 0.4

経常利益     830,901 32.1 593,326 19.1   1,733,296 32.0

Ⅵ 特別利益 ※３   59 0.0 121,530 3.9   59 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   568 0.0 260 0.0   18,044 0.3

税引前中間 
（当期）純利益 

    830,392 32.1 714,595 23.0   1,715,311 31.7

法人税、住民税 
及び事業税 

  348,392   225,496 725,922   

法人税等調整額   △8,446 339,946 13.1 24,097 249,594 8.0 △25,173 700,749 12.9

中間（当期） 
純利益 

    490,445 19.0 465,000 15.0   1,014,562 18.8

前期繰越利益     162,680 ―   ― 

中間未処分利益     653,126 ―   ― 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日）            

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年７月31日 残高 
（千円） 

511,578 367,266 2,000 1,177,242 1,179,242 2,058,087 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 
(新株予約権の行使） 

20,678 20,678 ― ― ― 41,356 

剰余金の配当 ― ― ― △683,823 △683,823 △683,823 

中間純利益 ― ― ― 465,000 465,000 465,000 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

20,678 20,678 ― △218,822 △218,822 △177,465 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

532,256 387,944 2,000 958,420 960,420 1,880,621 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年７月31日 残高 
（千円） 

△107,670 347 1,950,764 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 
(新株予約権の行使） 

― ― 41,356 

剰余金の配当 ― ― △683,823 

中間純利益 ― ― 465,000 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

58,404 △347 58,056 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

58,404 △347 △119,409 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

△49,266 ― 1,831,355 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日）    

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 利益準備金 

その他利益  

剰余金 利益剰余金  
合計 繰越利益  

剰余金 

平成17年７月31日 残高 

（千円） 
457,137 340,447 2,000 836,994 838,994 1,636,580 

事業年度中の変動額       

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
54,440 26,819 ― ― ― 81,259 

剰余金の配当 ― ― ― △674,314 △674,314 △674,314 

当期純利益 ― ― ― 1,014,562 1,014,562 1,014,562 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
54,440 26,819 ― 340,248 340,248 421,507 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
511,578 367,266 2,000 1,177,242 1,179,242 2,058,087 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成17年７月31日 残高 

（千円） 
35,227 ― 1,671,807 

事業年度中の変動額    

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
― ― 81,259 

剰余金の配当 ― ― △674,314 

当期純利益 ― ― 1,014,562 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△142,897 347 △142,549 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△142,897 347 278,957 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
△107,670 347 1,950,764 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１ 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

有価証券 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は、全部資本直入法に

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 

移動平均法による原価法 

１ 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

有価証券 

(1）子会社株式 

同左 

(2）その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

中間決算期末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 

同左 

１ 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

有価証券 

(1）子会社株式 

同左 

(2）その他有価証券 

（営業投資有価証券を含む） 

時価のあるもの 

決算期末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 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ９～15年 

工具器具備品    ４～10年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   10～18年 

機械装置        15年 

車両運搬具       ６年  

工具器具備品    ４～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   10～18年 

車両運搬具       ６年 

工具器具備品    ４～15年 

  

(2）無形固定資産 

定額法によっております。但しソ

フトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

支出時に費用処理しております。 

 (2） 

 ―――― 

３ 繰延資産の処理方法 

 (1） 

――――  

 (2）株式交付費 

支出時に費用処理しております。

３ 繰延資産の処理方法 

 (1）新株発行費 

 支出時に費用処理しております。

 (2） 

 ―――― 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上して

おります。 

ａ一般債権 

貸倒実績率によっております。 

ｂ貸倒懸念債権等特定の債権 

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。          

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左             

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他中間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。 

６ その他中間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 

同左 

６ その他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 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 （有価証券）  

 当社は、従来一般事業会社として

の会計処理方法を採用しておりまし

たが、当中間会計期間より投資事業

本部における事業に関して投資会社

としての特徴を反映した会計処理方

法に変更いたしました。この変更に

より従来、固定資産に計上されてい

た投資有価証券226,574千円が流動

資産の営業投資有価証券として表示

されております。 

 この変更は、未上場会社への出資

を従来行っていましたが、IPO支

援、上場会社への企業価値向上コン

サルティング事業を目的とし、平成

17年10月26日開催の当社株主総会に

おいて、事業目的の追加の定款変更

を行い、当期より投資事業本部を新

たに創設し当該事業を開始したこと

によるものであります。 

―――― （有価証券）  

 当社は、営業投資有価証券の会計

処理を従来の方法から当事業年度よ

り投資事業の特徴を反映した会計処

理方法に変更いたしました。この結

果、投資事業に関わる有価証券を営

業投資有価証券として固定資産から

流動資産への区分変更及び営業投資

有価証券から生じる損益を営業外損

益区分から営業損益区分への区分変

更となります。 

 この変更は、未上場会社への出資

及びIPO支援、上場会社への企業価

値向上コンサルティング事業を目的

とし、平成17年10月26日開催の当社

株主総会において、事業目的の追加

の定款変更を行い、当事業年度より

投資事業本部を新たに創設し当該事

業を開始したことによるものであり

ます。 

 この変更により投資有価証券

352,932千円が営業投資有価証券と

して表示されております。また当事

業年度より開始されたIPO・IRコン

サルティング事業に係る売上78,312

千円を売上高として表示しておりま

す。 

 （固定資産の減損基準に係る会計基

準） 

 当中間会計期間より固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――  （固定資産の減損基準に係る会計基

準） 

 当事業年度より固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 （役員賞与引当金に係る会計基準） 

  当中間会計期間より企業会計基準

４号「役員賞与に関する会計基準」

（平成17年11月29日企業会計基準委

員会）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

―――― ―――― 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

       ―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,831,355千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における貸借

対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月9日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,950,417千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

       ―――― （ストック・オプション等に関する会

計基準） 

  当中間会計期間より「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第

11号 平成17年12月27日）を適用し

ております。 

 これにより、株式報酬費用3,082

千円が費用として計上され、営業利

益、経常利益が3,082千円減少して

おりますが、付与対象者のストッ

ク・オプションの権利放棄により、

新株予約権戻入益3,429千円が特別

利益として計上され、税金等調整前

当期純利益が347千円増加しており

ます。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

 当事業年度より「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）及び「スト

ック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第11号 

平成17年12月27日）を適用しており

ます。 

 これにより、株式報酬費用347千

円が費用として計上され、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

が347千円減少しております。 

       ―――― （企業結合会計に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より「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

準委員会 平成17年12月27日企業会

計基準第7号）ならびに「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

員会平成17年12月27日企業会計基準

適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

       ―――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前事業年度末 
（平成18年７月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

  24,610千円   48,136千円   32,451千円 

※２  

   ―――― 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保提供資産 

 投資有価証券 122,370千円 

  

 担保付債務 

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

  

  

50,000千円 

長期借入金 37,500千円 

計 87,500千円 

※２  

   ―――― 

 ３  

   ―――― 

 ３ 偶発債務 

債務保証 

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し、債務

保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

 日本スキ

ー場開発㈱
300,000千円 債務保証 

   計 300,000千円  

 ３  

   ―――― 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、未払消費税

等として表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 ４  

  ―――― 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年１月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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 686千円

受取配当金 11,920千円

投資有価証券 

売却益 
266,786千円

匿名組合投資利益 47,391千円

受取利息   6,082千円

受取配当金   13,627千円

投資有価証券 

売却益 
  98,035千円

匿名組合投資利益  30,736千円

受取利息    3,170千円

受取配当金   24,207千円

投資有価証券 

売却益 
 603,324千円

匿名組合投資利益   84,128千円

※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 4,513千円

新株発行費 2,934千円

支払利息   17,361千円

投資有価証券 

売却損 

   2,696千円

支払利息   14,728千円

新株発行費    3,559千円

匿名組合投資損失    3,036千円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 59千円 抱合せ株式 

消滅差益 

 118,100千円

新株予約権戻入益  3,429千円

  

貸倒引当金戻入益       59千円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 568千円 固定資産除却損    260千円 事故負担金   15,616千円

事務所原状回復費    1,703千円

固定資産除却損      724千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,333千円

無形固定資産 4,641千円

有形固定資産   14,605千円

無形固定資産    6,872千円

有形固定資産   13,175千円

無形固定資産    9,837千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

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 

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 

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中間期末残

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中間期末残

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
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

工具器具 
備品 

11,982 5,211 6,770 

ソフト 
ウェア 

6,804 5,056 1,748 

合計 18,787 10,268 8,518 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具 
備品 

12,442 6,636 5,805

ソフト 
ウェア 

4,504 3,734 770

合計 16,947 10,370 6,576

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具 
備品 

11,401 5,479 5,922

ソフト 
ウェア 

4,504 3,283 1,220

合計 15,906 8,762 7,143

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,274千円

１年超 5,393千円

合計 8,667千円

１年以内    3,344千円

１年超    3,486千円

合計    6,831千円

１年以内 3,218千円

１年超 4,053千円

合計 7,272千円

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 2,512千円

減価償却費相当額 2,325千円

支払利息相当額 88千円

支払リース料    1,671千円

減価償却費相当額    1,607千円

支払利息相当額   51千円

支払リース料 4,277千円

減価償却費相当額 3,918千円

支払利息相当額 148千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算出方法 

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。 

同左 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

得価額相当額との差額を利息相

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。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成18年１月31日）及び当中間会計期間末（平成19年１月31日）並びに前事業年度末（平

成18年７月31日）における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。 

（企業結合等関係） 

   当中間会計期間（自 平成18年8月1日 至 平成19年1月31日） 

  中間連結財務諸表 注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１株当たり純資産額 542.02円

１株当たり中間純利益 145.01円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
142.64円

１株当たり純資産額     534.60円

１株当たり中間純利益     135.91円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
    134.57円

１株当たり純資産額 570.45円

１株当たり当期純利益 298.92円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
293.46円

  
前中間会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日)

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益 490,445千円        465,000千円  1,014,562千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 490,445千円        465,000千円 1,014,562千円 

普通株式の期中平均株式数 3,382,041株    3,421,371株 3,394,147株 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
      

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 56,412株 34,122株 63,124株 

普通株式増加数の内訳       

新株予約権 56,412株       34,122株 63,124株 

希薄化効果を有しない為、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

──── 平成15年10月29日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

平成16年10月27日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション  

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション   

 （新株予約権）  

普通株式 3,654株 

行使価格 17,869円 

 （新株予約権）  

普通株式 1,300株 

行使価格 18,867円 

 （新株予約権）  

普通株式 17,000株 

行使価格 25,980円 

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

平成17年10月26日定時

株主総会決議によるス

トック・オプション 

 （新株予約権）  

普通株式 17,000株 

行使価格 25,980円 

 （新株予約権）  

普通株式 3,000株 

行使価格  24,533円 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１投資有価証券の売却 

平成18年２月10日に当社が保有する

投資有価証券の一部を売却いたしま

した。 

  

投資有価証券売却の内容 

  

  

２資金の借入  

当社は当中間会計期間終了後、地方

銀行他と営業上の関係強化のため、

下記の通り総額1,400,000千円の借

入れを実施しております。 

借入先    ㈱八十二銀行 

       ㈱大垣共立銀行 

       ㈱あおぞら銀行 

       ㈱広島銀行 

       ㈱中国銀行 

       ㈱滋賀銀行 

       ㈱関西アーバン銀行 

       明治安田生命保険 

       相互会社 

       ㈱静岡銀行 

利率     年0.640％～1.375％ 

借入実施時期 平成18年２月１日～ 

       平成18年４月20日 

返済期限   平成18年４月～ 

       平成20年３月 

 銘柄  大成株式会社  

 売却価格  746,200千円(650,000株) 

 売却益  225,982千円 

 売却先  大成株式会社  

 売却日  平成18年２月10日 

 売却方法  大成株式会社が実施する

名古屋証券取引所におけ

る「自己株式の立会外買

付制度」による売却 

当社は平成19年３月22日開催の取締

役会において、金銭消費貸借契約に

おける借入限度額に関する覚書の締

結について決議しております。覚書

の内容につきましては以下のとおり

であります。 

自社運営駐車場購入用資金としての

金銭消費貸借契約における借入限度

額に関する覚書締結 

 (1) 覚書締結についての理由 

自社運営駐車場購入用の資金需要

に備えるため 

 (2) 借入限度額 

   3,000,000千円 

 (3) 覚書の有効期間 

   平成19年３月30日から 

   平成20年３月30日まで 

 (4) 覚書締結先金融機関 

   株式会社みずほ銀行 

平成18年９月１日を合併期日とし、

当社を存続会社として、当社は連結

子会社である㈱マーケットメイカー

ズを吸収合併しております。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第15期）（自平成17年８月１日 至平成18年７月31日）平成18年10月26日近畿財務局長に提出。 

 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第２号の２（ストック・

オプションとしての新株予約権の発行）の規定に基づくもの。 

平成18年11月16日近畿財務局長に提出 



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。 



 独立監査人の中間監査報告書  

  平成18年４月21日  

日本駐車場開発株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 瀬 戸 卓  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本駐

車場開発株式会社の平成17年８月１日から平成18年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年８月１日

から平成18年１月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本駐車場開発株式会社及び連結子会社の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年８月１日から平成18年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

1.中間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に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より

投資事業本部における有価証券の会計処理方法を変更した。  

2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年2月10日に投資有価証券の売却を行っている。  

3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年2月1日から平成18年4月20日に資金の借入を行っている。 

 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） 上記は、中間監査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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

  平成19年４月16日  

日本駐車場開発株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 瀬 戸 卓  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本駐

車場開発株式会社の平成18年８月１日から平成19年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年８月１日

から平成19年１月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本駐車場開発株式会社及び連結子会社の平成19年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 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） 上記は、中間監査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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

  平成18年４月21日  

日本駐車場開発株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 瀬 戸 卓  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本駐

車場開発株式会社の平成17年８月１日から平成18年７月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（平成17年８月１日か

ら平成18年１月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本駐車場開発株式会社の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年８

月１日から平成18年１月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報  

1.中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より投資事業

における有価証券の会計処理方法を変更した。  

2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年2月10日に投資有価証券の売却を行っている。  

3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年2月1日から平成18年4月20日に資金の借入を行っている。 

 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） 上記は、中間監査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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

  平成19年４月16日  

日本駐車場開発株式会社    

 取締役会 御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 瀬 戸 卓  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本駐

車場開発株式会社の平成18年８月１日から平成19年７月31日までの第16期事業年度の中間会計期間（平成18年８月１日か

ら平成19年１月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間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中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本駐車場開発株式会社の平成19年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年８

月１日から平成19年１月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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） 上記は、中間監査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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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