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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36期

第２四半期

連結累計期間

第37期

第２四半期

連結累計期間

第36期

会計期間
自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

自　2019年11月１日

至　2020年10月31日

売上高 （百万円） 145,679 121,865 268,904

経常損失(△) （百万円） △2,020 △8,998 △15,168

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失(△)

（百万円） △2,589 △8,960 △46,652

四半期包括利益又は
包括利益

（百万円） △2,847 △11,200 △45,560

純資産額 （百万円） 74,039 19,919 31,146

総資産額 （百万円） 317,326 336,110 295,775

１株当たり四半期（当期）
純損失(△)

（円） △16.77 △57.99 △302.00

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 23.2 5.9 10.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 22,594 15,654 39,400

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △13,163 △7,437 △21,819

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △2,883 35,292 12,886

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 31,152 99,844 55,269
 

 

回次

第36期

第２四半期

連結会計期間

第37期

第２四半期

連結会計期間

会計期間
自　2020年２月１日

至　2020年４月30日

自　2021年２月１日

至　2021年４月30日

１株当たり四半期純損失(△) （円） △33.39 △27.35
 

(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は記載しておりま

せん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半

期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 
(1)　経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間（2020年11月１日～2021年４月30日）におけるわが国経済は、依然として新型コロナ

ウイルス感染症（以下、感染症）の拡大と長期化の影響が強く、企業収益の減少や雇用情勢の悪化、また国内企業

の設備投資控えなど、深刻な影響が出ています。さらに、2021年１月以降断続的に、主要な都府県及び都市を中心

に緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置の適用がされており、先行き不透明な状況となっております。ま

た、海外においても一部の国においてロックダウンや行動制限が再発令されるなど、経済活動の制約は厳しい水準

が継続しております。

このような環境のもと、当社グループは感染症に対する３つの基本方針「お客様の安全を守る」「社員の安全を

守る」そして「交通インフラサービス企業としての使命を果たす」を掲げ、感染症が事業に与えるリスクを最小化

することに努めております。各事業においては、現状の需要に合致するサービス供給及びサービス展開を行うと同

時に、事業構造改革を推進することで収益の改善を図っております。

営業概況といたしましては、国内外の事業ともに、当期初から当第２四半期連結累計期間末にかけて感染症拡大

に伴い人の移動が抑制された影響を大きく受けました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ業績は、売上高は1,218億65百万円（前年同期比16.3％

減）、営業損失は65億15百万円（前年同期営業損失12億29百万円）、経常損失は89億98百万円（前年同期経常損失

20億20百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は89億60百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損

失25億89百万円）となりました。

 
報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。

 
駐車場事業国内

当期初から感染症が拡大したことに伴い交通量が減少、１月の緊急事態宣言発令によって人の移動が抑制された

ことにより駐車場の稼働が低下しました。その後、緊急事態宣言の解除により交通量は緩やかに回復しましたが、

４月にまん延防止等重点措置の適用及び緊急事態宣言の再発令の影響により再び減少し、それに伴い駐車場の稼働

も低下しました。

こうした状況を踏まえ、既存駐車場においては、現状の需要と供給を合致させる運用施策を継続して行うと同時

に賃料交渉等による不採算物件の縮小に向けた取り組みを行い、新規駐車場においては、現状の需要環境でも収益

化が可能な駐車場を厳選して開発することにより事業の筋肉質化を図っております。
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この結果、国内におけるタイムズパーキングの運営件数は18,463件（前連結会計年度末比97.6％）、運営台数は

580,626台（同98.0％）、月極駐車場及び管理受託駐車場を含めた総運営件数は19,921件（同97.9％）、総運営台数

は740,099台（同99.2％）となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は753億15百万円（前年同

期比7.5％減）、営業利益は82億80百万円（同3.9％増）となりました。

 
駐車場事業海外

駐車場事業海外においても感染症拡大により、展開する各国で大きく影響を受けました。主な展開国の状況につ

いては、豪州は当期初から州やエリアごとにロックダウンや行動制限が散発的に実施されていましたが、駐車場の

稼働は緩やかに回復基調となりました。英国においては、当期初から地域ごとに行動制限が発令され、12月には全

土でロックダウンが再発令され駐車場の稼働状況は著しく低下いたしました。３月からの段階的な規制緩和に伴

い、駐車場の稼働は低水準ながらも緩やかに回復しております。

こうした状況を踏まえ、各地において不採算駐車場の賃料改定交渉を積極的に行うと同時に、オペレーション体

制の見直しを通じて管理・メンテナンス費用の削減及び効率化を行っております。また、事業構造改革の一環とし

て、駐車場事業国内の特徴をベースにした各国版タイムズパーキングの開発も推進しております。

　この結果、海外の駐車場の総運営件数は2,839件（前連結会計年度末比100.2％）、総運営台数は676,258台（同

97.1％）となり、日本を含む全世界における駐車場の総運営件数は22,760件（同98.2％）、総運営台数は1,416,357

台（同98.2％）となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は175億14百万円（前年同期比42.0％

減）、営業損失は76億49百万円（前年同期営業損失18億10百万円）となりました。（※１）

なお、特に事業環境の厳しい英国において、National Car Parksは2021年４月30日（現地時間）に、迅速かつ抜

本的に事業構造を改善させるため、土地オーナー様のご協力のもと、賃料減免や契約の見直し、不採算駐車場の解

約等を図る英国会社法（Companies Act, 2006）Part 26A に基づく再建計画（※２）を申請しました。

※１　当第２四半期連結累計期間における海外各国の連結対象期間は2020年10月１日～2021年３月31日となりま

す。

※２　感染症禍における企業の経済活動の継続を支援することを念頭に、2020年６月に改定された英国会社法

（Companies Act, 2006）のPart 26Aにより新たに制定され、企業が自主再建を強力かつ効果的に推進するこ

とを可能にする制度です。

 
モビリティ事業

タイムズカー（カーシェアとレンタカーの融合サービス）については、12月から感染症拡大の影響を受けはじ

め、１月は緊急事態宣言の発令によって１台当たり利用料売上高が大きく落ち込みました。２月以降、車両の稼働

は回復傾向となりましたが、４月のまん延防止等重点措置適用及び緊急事態宣言再発令の影響を受けて再び低下し

ました。

このような状況下においても、都市部ではタイムズカーの需要が高いことから、車両配備の見直しを行うことで

１台当たりの稼働を高める施策を行っております。また、東京都を中心にタイムズカーの営業所を51カ所開設させ

る等、タイムズカー展開は着実に進行しております。

　この結果、モビリティ車両台数は46,086台（前連結会計年度末比102.8％）、会員数は1,585,171人（同105.2％）

となり、当事業の売上高（セグメント間の内部売上高を含む）は314億97百万円（前年同期比13.9％減）、営業損失

は８億36百万円（前年同期営業損失６億70百万円）となりました。
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(2)　財政状態の状況

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比403億34百万円増加して3,361億10百万円となりま

した。主な増減といたしましては、増加で現金及び預金が445億67百万円、減少で機械装置及び運搬具を含む有形固

定資産が64億９百万円となっております。

　負債合計は、同515億61百万円増加し、3,161億90百万円となりました。主に劣後特約付シンジケートローン等に

よる借入金が増加の要因となっております。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による減少89億60百万円、為替換算調整勘定の減少14億44

百万円等により、同112億26百万円減少し199億19百万円となりました。

 
(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて445億75百万円増加し、

998億44百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られたキャッシュ・フローは、156億54百万円（前年同期比69億40百万円の減少）となりまし

た。主な内訳といたしましては、減価償却費を加えた税金等調整前四半期純利益70億65百万円、未払費用の増加額

45億23百万円、たな卸資産の減少額33億46百万円、前払費用の減少額25億58百万円があった一方、未払金の減少額

26億51百万円、法人税等の支払額36億71百万円があったことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用したキャッシュ・フローは、74億37百万円（同57億26百万円の支出の減少）となりました。これ

は主として、タイムズパーキングへの設備投資やモビリティ車両の取得などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、352億92百万円の資金の調達（同381億75百万円の調達の増加）となりま

した。これは主に劣後特約付シンジケートローン等の長期借入れによる収入があった一方、長期借入金及びリース

債務の返済による支出があったことなどによるものです。

 

(4)　経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等については重要な変更は

ありません。

 
(5)　会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ３経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載につ

いて変更を行っております。

詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項」の（追加情報）をご参照ください。

 
(6)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(7)　研究開発活動

特記事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【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 283,680,000

計 283,680,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2021年４月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2021年６月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 155,048,369 155,048,369
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数100株

計 155,048,369 155,048,369 － －
 

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年６月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【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

 
(百万円)

資本金残高

 
(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

　2021年２月１日～
　2021年４月30日

― 155,048,369 ― 20,171 ― 21,923
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(5) 【大株主の状況】

2021年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

発行済株式
(自己株式を
除く。)の総
数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社千寿 東京都世田谷区成城６－14－11 21,746 14.1

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１－８－12 11,036 7.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 9,418 6.1

西川　光一 東京都世田谷区 8,110 5.2

西川　功 東京都目黒区 6,194 4.0

日本信号株式会社 東京都千代田区丸の内１－５－１ 3,853 2.5

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
510312
（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営
業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
（東京都港区港南２－15－１）

3,839 2.5

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
510311
（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営
業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
（東京都港区港南２－15－１）

3,460 2.2

西川　恭子 東京都世田谷区 3,200 2.1

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
　(FE-AC)
（常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A
2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

2,715 1.8

計 － 73,574 47.6
 

（注) １　2019年４月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ハーディング・

ローブナー・エルピーが2019年４月３日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

 （千株）

株券等
保有割合
（％）

ハーディング・ローブナー・エルピー
 （Ｈａｒｄｉｎｇ 　Ｌｏｅｖｎｅ
ｒ　ＬＰ）

米国ニュージャージー州ブリッジウォー
ター、クロッシング・ブルバード400、4階
 

7,226 4.67
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２　2019年12月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ブラックロック・

ジャパン株式会社及びその共同保有者から2019年11月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて

いるものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内１－８－３ 1,415 0.91

ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド
(BlackRock Asset Management Ireland
Limited)

アイルランド共和国　ダブリン　
ボールスブリッジ　ボールスブリッ
ジパーク 2 　1階

550 0.36

ブラックロック・ファンド・アドバイ
ザーズ(BlackRock Fund Advisors)

米国　カリフォルニア州　サンフラ
ンシスコ市　ハワード・ストリー
ト　400

1,666 1.08

ブラックロック・インスティテュー
ショナル・トラスト・カンパニー、エ
ヌ . エ イ .(BlackRock Institutional
Trust Company, N.A.)

米国　カリフォルニア州　サンフラ
ンシスコ市　ハワード・ストリー
ト　400

1,777 1.15

ブラックロック・インベストメント・
マネジメント（ユーケー）リミテッド
(BlackRock Investment Management
(UK) Limited)

英国　ロンドン市　スログモート
ン・アベニュー 12

637 0.41

計 － 6,048 3.90
 

 
３　2020年４月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三菱ＵＦＪ信託銀

行株式会社及びその共同保有者から2020年４月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているも

のの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 4,630 2.99

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町１－12－１ 673 0.43

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社

東京都千代田区丸の内２－５－２ 1,194 0.77

エム・ユー投資顧問株式会社
東京都千代田区神田駿河台２－３－
11

187 0.12

計 － 6,686 4.31
 

 
４　2020年４月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ証券株式会

社及びその共同保有者から2020年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当

社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況

には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１－５－１ 411 0.26

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内１－８－２ 6,319 4.06

みずほインターナショナル
Mizuho House, 30 Old Bailey,
London, EC4M 7AU, United Kingdom

－ －

アセットマネジメントOneインターナ
ショナル

Mizuho House, 30 Old Bailey,
London, EC4M 7AU, UK

182 0.12

計 － 6,913 4.44
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５　2021年１月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者から2021年１月15日現在で以下の株式を所有してい

る旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認がで

きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友トラスト・アセットマネジメ
ント株式会社

東京都港区芝公園１－１－１ 6,991 4.51

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９－７－１ 2,037 1.31

計 － 9,028 5.82
 

 

６　2021年２月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社

及びその共同保有者から2021年２月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－13－1 5,665 3.53

ノムラ　インターナショナル　ピーエ
ルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮ
ＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,
United Kingdom

346 0.22

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲２－２－１ 5,621 3.62

計 － 11,633 6.99
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年４月30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）
（自己保有株式）  

－ －
普通株式 528,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 154,471,400 1,544,714 －

単元未満株式 普通株式 48,769 － －

発行済株式総数  155,048,369 － －

総株主の議決権  － 1,544,714 －
 

(注)　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,800株（議決権128個）含まれてお

ります。
 

② 【自己株式等】

2021年４月30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(％)

（自己保有株式）      

パーク２４株式会社
東京都品川区西五反田

２-20-４
528,200 － 528,200 0.3

計 － 528,200 － 528,200 0.3
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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）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、第２四半期連結会計期間（2021年２月１日から2021年

４月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年11月１日から2021年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任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：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 55,536 100,104

  受取手形及び売掛金 16,146 16,431

  たな卸資産 ※2,3  2,643 ※2,3  2,389

  その他 27,631 26,896

  貸倒引当金 △697 △832

  流動資産合計 101,260 144,990

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 32,298 31,928

   機械装置及び運搬具（純額） 38,310 34,164

   土地 26,272 26,273

   リース資産（純額） 13,664 12,113

   使用権資産（純額） 26,834 26,336

   その他（純額） 5,972 6,126

   有形固定資産合計 143,352 136,942

  無形固定資産   

   のれん 16,792 17,922

   契約関連無形資産 8,676 9,503

   その他 4,334 4,604

   無形固定資産合計 29,803 32,030

  投資その他の資産   

   その他 ※1  21,358 ※1  22,146

   投資その他の資産合計 21,358 22,146

  固定資産合計 194,514 191,119

 資産合計 295,775 336,110

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 478 548

  短期借入金 26,609 31,517

  1年内返済予定の長期借入金 7,094 25,856

  リース債務 12,148 11,899

  未払法人税等 1,720 2,193

  賞与引当金 1,250 2,401

  その他 41,125 45,289

  流動負債合計 90,428 119,706

 固定負債   

  新株予約権付社債 35,000 35,000

  長期借入金 92,808 116,740

  リース債務 31,557 29,314

  退職給付に係る負債 110 99

  資産除去債務 9,287 9,402

  繰延税金負債 1,525 1,671

  その他 3,910 4,255

  固定負債合計 174,201 196,484

 負債合計 264,629 316,190
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 20,134 20,171

  資本剰余金 15,721 15,758

  利益剰余金 2,159 △6,800

  自己株式 △1,255 △1,255

  株主資本合計 36,761 27,873

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 81 98

  繰延ヘッジ損益 △135 △104

  土地再評価差額金 △1,035 △1,035

  為替換算調整勘定 △3,579 △5,023

  退職給付に係る調整累計額 △1,110 △1,954

  その他の包括利益累計額合計 △5,779 △8,019

 新株予約権 164 65

 純資産合計 31,146 19,919

負債純資産合計 295,775 336,110
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自  2019年11月１日
　至  2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  2020年11月１日
　至  2021年４月30日)

売上高 145,679 121,865

売上原価 120,121 104,655

売上総利益 25,557 17,209

販売費及び一般管理費 ※1  26,787 ※1  23,725

営業損失（△） △1,229 △6,515

営業外収益   

 受取利息 9 5

 受取配当金 3 3

 為替差益 － 40

 未利用チケット収入 97 90

 補助金収入 225 2

 助成金収入 － ※3  762

 その他 151 183

 営業外収益合計 488 1,088

営業外費用   

 支払利息 871 1,546

 持分法による投資損失 105 112

 為替差損 3 －

 駐車場解約費 195 211

 減価償却費 － 12

 支払手数料 3 1,595

 その他 100 91

 営業外費用合計 1,279 3,570

経常損失（△） △2,020 △8,998

特別利益   

 固定資産売却益 ※4  14 ※4  14

 新株予約権戻入益 － 89

 特別利益合計 14 103

特別損失   

 固定資産除却損 125 25

 減損損失 ※2  31 ※2  59

 臨時休業による損失 ※5  169 ※5  230

 事業構造改善費用 － ※6  75

 特別損失合計 327 389

税金等調整前四半期純損失（△） △2,333 △9,283

法人税、住民税及び事業税 869 1,442

法人税等調整額 △684 △1,766

法人税等合計 185 △323

四半期純損失（△） △2,518 △8,960

非支配株主に帰属する四半期純利益 71 －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,589 △8,960
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自  2019年11月１日
　至  2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  2020年11月１日
　至  2021年４月30日)

四半期純損失（△） △2,518 △8,960

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △50 16

 繰延ヘッジ損益 8 31

 為替換算調整勘定 △207 △1,479

 退職給付に係る調整額 161 △843

 持分法適用会社に対する持分相当額 △241 34

 その他の包括利益合計 △328 △2,240

四半期包括利益 △2,847 △11,200

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,918 △11,200

 非支配株主に係る四半期包括利益 71 －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自  2019年11月１日
　至  2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  2020年11月１日
　至  2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △2,333 △9,283

 減価償却費 19,123 16,349

 減損損失 31 59

 のれん償却額 1,097 544

 受取利息及び受取配当金 △13 △8

 支払利息 871 1,546

 固定資産売却損益（△は益） △14 △14

 固定資産除却損 125 25

 売上債権の増減額（△は増加） 3,241 19

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,206 3,346

 仕入債務の増減額（△は減少） △291 60

 未収入金の増減額（△は増加） 1,176 939

 前払費用の増減額（△は増加） 1,630 2,558

 未払金の増減額（△は減少） 1,764 △2,651

 未払費用の増減額（△は減少） △1,328 4,523

 設備関係支払手形の増減額（△は減少） △704 69

 その他 364 2,128

 小計 26,948 20,211

 利息及び配当金の受取額 13 8

 利息の支払額 △869 △894

 法人税等の支払額 △3,497 △3,671

 営業活動によるキャッシュ・フロー 22,594 15,654

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 △6 △6

 定期預金の払戻による収入 6 6

 有形固定資産の取得による支出 △11,102 △5,734

 有形固定資産の売却による収入 32 35

 無形固定資産の取得による支出 △847 △1,035

 長期前払費用の取得による支出 △1,638 △634

 その他 392 △68

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,163 △7,437

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 4,257 2,134

 長期借入れによる収入 10,419 49,299

 長期借入金の返済による支出 △105 △8,849

 リース債務の返済による支出 △6,715 △7,350

 株式の発行による収入 69 60

 自己株式の取得による支出 － △0

 配当金の支払額 △10,808 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,883 35,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 1,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,487 44,575

現金及び現金同等物の期首残高 24,664 55,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  31,152 ※1  99,844
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【注記事項】

(追加情報)

当社グループは、前連結会計年度末では新型コロナウイルス感染症（以下、感染症）の拡大による当社グルー

プ事業環境への影響について、2021年10月期は感染症の影響を一定程度受けながらも収束するとともに経済環境

が正常化に向かい、2022年10月期以降はある程度正常化すると仮定しております。

世界各国でワクチン接種が進行していることから、基本的な考え方に変更はありませんが、英国においては、

感染症の影響が甚大であることから回復には前連結会計年度末における予想よりも時間を要すると仮定を変更し

ました。

上記仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定等の会計上の見積りを行い、会計処理

に反映しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

投資その他の資産 5 百万円 5 百万円
 

 

※２　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2020年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

商品 1,156 百万円 489 百万円

貯蔵品 1,487 百万円 1,900 百万円

合計 2,643 百万円 2,389 百万円
 

 

※３　有形固定資産の所有目的の変更

前連結会計年度（2020年10月31日）

モビリティ事業において中古車両の売却を営業サイクルの一環として行う為、当連結会計年度においてたな卸資

産（商品）に12,297百万円振替えております。なお、期末残高は833百万円であります。

 
当第２四半期連結会計期間（2021年４月30日）

モビリティ事業において中古車両の売却を営業サイクルの一環として行う為、当第２四半期連結会計期間におい

てたな卸資産（商品）に3,066百万円振替えております。なお、当四半期末残高は146百万円であります。

 
(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
 至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
 至 2021年４月30日)

給料及び手当 10,696 百万円 9,013 百万円

賞与引当金繰入額 660 百万円 1,647 百万円

退職給付費用 432 百万円 479 百万円

役員賞与引当金繰入額 66 百万円 59 百万円

地代家賃 1,328 百万円 1,385 百万円

のれんの償却額 1,097 百万円 544 百万円
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※２ 減損損失

当社グループは、事業用資産について管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、処分予定資産及び

遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行なっております。また、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

 

前第２四半期連結累計期間（自　2019年11月１日　至　2020年４月30日）

用途 地域等 減損損失

駐車場設備 英国ロンドン市他 31百万円
 

 
減損損失の種類別内訳  
　工具、器具及び備品 31百万円

　　計 31百万円
 

 
なお、当資産グループの回収可能価額は、将来キャッシュ・フローを５％で割り引いて算定した使用価値及び

不動産鑑定評価額に合理的な調整を加えた正味売却価額を採用しております。

 
当第２四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年４月30日）

 

用途 地域等 減損損失

駐車場設備（国内） 大阪府大阪市他 58百万円

駐車場設備（海外） マレーシアペナン州 0百万円
 

 
減損損失の種類別内訳  
　建物及び構築物 　16百万円

　工具、器具及び備品 　0百万円

　長期前払費用 42百万円

　　計 59百万円
 

 
なお、上記の資産については帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しており

ます。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

 
※３ 助成金収入

　　　前第２四半期連結累計期間（自　2019年11月１日　至　2020年４月30日）

　　　該当事項はありません。

 
　　当第２四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年４月30日）

　　　　感染症に係る国内外における雇用調整助成金等を助成金収入として営業外収益に計上しております。

 
※４　固定資産売却益

　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 前第２四半期連結累計期間
(自　2019年11月１日
　至　2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年11月１日
　至　2021年４月30日)

建物及び構築物 0百万円 －百万円

機械装置及び運搬具 2百万円 －百万円

工具、器具及び備品 0百万円 14百万円

土地 11百万円 －百万円

計 14百万円 14百万円
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※５ 臨時休業による損失

   前第２四半期連結累計期間（自　2019年11月１日　至　2020年４月30日）

感染症に対する政府の要請等もあり、感染拡大防止への配慮から国内外において一部の施設や駐車場などを臨

時休業しております。休業期間中に発生した施設や駐車場などの固定費を、臨時休業による損失として特別損失

に計上しております。

 
当第２四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年４月30日）

感染症に対する政府の要請等もあり、感染拡大防止への配慮から国内外において一部の施設や駐車場などを臨

時休業しております。休業期間中に発生した施設や駐車場などの固定費を、臨時休業による損失として特別損失

に計上しております。

 
※６　事業構造改善費用

前第２四半期連結累計期間（自　2019年11月１日　至　2020年４月30日）

　　該当事項はありません。

 
　　当第２四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年４月30日）

海外子会社における事業構造改善に伴い発生した特別退職金等を事業構造改善費用として特別損失に計上して

おります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　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は、次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
 至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
 至 2021年４月30日)

現金及び預金勘定 31,408百万円 100,104百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △6百万円 △6百万円

引出制限預金 △250百万円 △253百万円

現金及び現金同等物 31,152百万円 99,844百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自 2019年11月１日 至 2020年４月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年１月30日
第35回定時株主総会

普通株式 10,811 70 2019年10月31日 2020年１月31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の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
当第２四半期連結累計期間（自 2020年11月１日 至 2021年４月30日）

１ 配当金支払額

   該当事項はありません。

 
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の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

   Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2019年11月１日 至 2020年４月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

駐車場
事業国内

駐車場
事業海外
(注)1

モビリティ
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 78,964 30,193 36,522 145,679 － 145,679

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

2,419 － 56 2,475 △2,475 －

計 81,383 30,193 36,578 148,155 △2,475 145,679

セグメント利益又は損失(△) 7,968 △1,810 △670 5,487 △6,716 △1,229
 

(注)１ セグメント利益の駐車場事業海外の△1,810百万円には、のれんの償却額△1,096百万円が含まれており

ます。

２ セグメント利益の調整額△6,716百万円には、のれんの償却額△１百万円、全社費用△6,715百万円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であり

ます。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４ 第１四半期連結会計期間において、当社の子会社であるタイムズ２４株式会社が展開するカーシェアリ

ングサービスを同じく子会社であるタイムズモビリティ株式会社へ吸収分割の方法により移管いたしま

した。これに伴い、駐車場事業国内とモビリティ事業において、新たにセグメント間の内部取引が発生

しております。
 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

駐車場事業海外セグメントにおいて、駐車場設備について減損損失を認識いたしました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては31百万円であります。

 
   Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2020年11月１日 至 2021年４月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

駐車場
事業国内

駐車場
事業海外
(注)1

モビリティ
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 72,919 17,514 31,431 121,865 － 121,865

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

2,395 － 66 2,461 △2,461 －

計 75,315 17,514 31,497 124,327 △2,461 121,865

セグメント利益又は損失(△) 8,280 △7,649 △836 △204 △6,311 △6,515
 

(注)１ セグメント利益又は損失(△)の駐車場事業海外の△7,649百万円には、のれんの償却額△544百万円が含

まれております。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務部門等管理部門に係る費用であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

駐車場事業国内セグメント及び駐車場事業海外セグメントにおいて、駐車場設備について減損損失を認識い

たしました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては駐車場事業国内セグメント58百万

円、駐車場事業海外セグメント０百万円であります。
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(金融商品関係)

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第２四半期連結

貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

 
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年11月１日
 至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
 至 2021年４月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △16円77銭 △57円99銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) △2,589 △8,960

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
(百万円)

△2,589 △8,960

普通株式の期中平均株式数(千株) 154,469 154,504

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

－ －

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

パーク二四株式会社（定款上の商号　パーク２４株式会社）(E04979)

四半期報告書

20/23



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
 

2021年６月14日

パーク二四株式会社

(定款上の商号　パーク２４株式会社)

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴　　木　　裕　　司 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安　　永　　千　　尋 印

 

 

監査人の結論

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」に掲げられているパーク二四株式

会社（定款上の商号　パーク２４株式会社）の2020年11月１日から2021年10月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間（2021年２月１日から2021年４月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年11月１日から2021年４月

30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、四半期連結包括利

益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　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、パーク二四株式会社（定款上の商号　パーク２４株式会社）及び

連結子会社の2021年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び

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全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
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められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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