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1.  平成25年10月期第2四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年10月期第2四半期 73,895 9.9 8,815 9.1 8,750 11.5 4,832 13.1
24年10月期第2四半期 67,221 16.4 8,078 52.9 7,851 55.4 4,273 131.9

（注）包括利益 25年10月期第2四半期 5,084百万円 （31.3％） 24年10月期第2四半期 3,873百万円 （102.5％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年10月期第2四半期 33.54 31.72
24年10月期第2四半期 29.84 29.71

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年10月期第2四半期 129,903 48,317 36.9
24年10月期 117,808 47,893 40.4

（参考） 自己資本   25年10月期第2四半期  47,974百万円 24年10月期  47,544百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年10月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00

25年10月期 ― 0.00

25年10月期（予想） ― 35.00 35.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月 1日～平成25年10月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 155,000 11.1 20,500 15.1 20,000 15.5 11,200 15.8 77.68



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信【添付資料】Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年10月期2Q 150,699,504 株 24年10月期 150,344,504 株

② 期末自己株式数 25年10月期2Q 6,460,897 株 24年10月期 6,460,837 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期2Q 144,058,409 株 24年10月期2Q 143,245,949 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年11月１日～平成25年４月30日）におけるわが国経済は、新

政権による経済財政運営への期待を先取りする形で、過度な円高の修正や株価の回復が進み、消費

者物価の緩やかな下落は継続しているものの、個人消費は底堅く推移し、生産に持ち直しの動きが

みられる状態となっております。 

このような環境のもと当社グループは、快適なクルマ社会の実現に向け、ドライバーの方々の目

線に立ったサービスを拡大することを目指し、当社グループが提供するサービスを「タイムズ」に

統一するとともに、「駐車場事業」においては件数・台数の拡大を、「モビリティ事業」において

はレンタカーサービスの収益基盤拡大とカーシェアリングサービスの市場創造に努めてまいりまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は738億95百万円（前年同期比

9.9％増）、営業利益88億15百万円（同9.1％増）、経常利益87億50百万円（同11.5％増）、ブラン

ド変更費用を特別損失に８億１百万円計上し四半期純利益48億32百万円（同13.1％増）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」 

 地域別の３事業本部と法人営業本部へと組織変更を行い、開発面においては半期ベースで過去最

高の1,017件の開発件数となりました。街の核となる大型駐車場から、使いやすく利便性の高い小

型の駐車場まで、ドミナントの深耕を図っております。また、運営面においては駐車場特性にあわ

せた料金設定、近隣店舗向けの駐車チケットの販売等の施策を継続的に実施しております。 

 この結果、当四半期連結累計期間末におけるタイムズ駐車場の運営件数は12,457件（前連結会計

年度末比105.9％）、運営台数は423,239台（同106.9％）、月極駐車場及び管理受託駐車場を含め

た総運営件数は13,877件（同105.4％）、総運営台数は523,726台（同105.9％）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589億２百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益は

120億28百万円（同7.1％増）となりました。 

「モビリティ事業」 

 2013年４月よりレンタカーサービス「マツダレンタカー」を「タイムズ カー レンタル」へ、カ

ーシェアリングサービス「タイムズプラス」を「タイムズ カー プラス」へブランド変更したほか、

2012年11月にロードサービスを提供する㈱レスキューネットワークの社名をタイムズレスキュー㈱

に変更致しました。また、ドライバー向け会員サービス「タイムズクラブ」のポイントサービスを、

駐車場事業のお客様のみならずモビリティ事業のお客様にも対象を拡げて、より「たまりやすい」、

より「つかいやすい」ポイントサービスに刷新しました。 

 タイムズ カー レンタルについては、店舗網の拡大、法人向け営業の強化、店舗オペレーション

品質の向上等により顧客層の拡大に努めております。また、タイムズ カー プラスについては、展

開エリアに密着したプロモーションを実施したほか、配備車両の増加と運用システムの改善等によ

り、さらに利用しやすい環境作りをすすめております。 
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 この結果、当四半期連結累計期間末のモビリティ事業全体の車両台数は31,617台（前連結会計年

度末比106.9％、うち、タイムズカープラスの車両台数は5,763台）、タイムズカープラスの会員数

は197,857人（同131.6％）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150億

65百万円（前年同期比18.3％増）、営業損失は１億60百万円（前年同期は４億69百万円の営業損失）

となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 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120億95百万円増加して1,299億３

百万円となりました。これは主として現金及び預金が79億61百万円、機械装置及び運搬具が13億39

百万円、リース資産が10億39百万円増加したことなどによるものです。 

 負債合計は、同116億71百万円増加し、815億86百万円となりました。これは主として転換社債型

新株予約権付社債の発行により新株予約権付社債が200億円増加し、長短借入金が81億55百万円減

少したことなどによるものです。 

 純資産は、四半期純利益の計上により48億32百万円、ストック・オプションの行使による新株の

発行により３億81百万円増加したほか、利益剰余金の配当により50億35百万円減少したことなどに

より、同４億23百万円増加し、483億17百万円となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結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79億61百

万円増加し、199億89百万円となりました。 

 当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

（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、90億63百万円（前年同期比24億円の減少）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157億23百

万円に対し、法人税等の支払額69億35百万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、66億50百万円（前年同期比１億72百万円の減少）と

なりました。これは主として、タイムズ駐車場開設や営業車両の取得に伴う有形固定資産の取得に

よる支出42億35百万円、長期前払費用の取得による支出20億33百万円によるものです。 

（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、54億97百万円の調達（前年同期比99億11百万円の収入の

増加）となりました。これは、配当金の支払額50億38百万円、長期借入金の返済97億31百万円、リ

ース債務の返済15億16百万円等の支出があった一方、新株予約権付社債の発行による収入200億円、

長期借入れによる収入17億円があったことなどによるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年10月期の連結業績予想につきましては、「平成24年10月期 決算短信」（平成24年12月

13日付）で公表した数値に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5) 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  平成23年11月１日  至  平成24年４月30日） 

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)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

駐車場事業 モビリティ事業 計 

売上高 
 

 

  外部顧客への売上高 54,504 12,716 67,221 － 67,221

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

68 15 84 △84 －

計 54,573 12,732 67,306 △84 67,221

  セグメント利益又は損失（△） 11,230 △469 10,760 △2,681 8,078

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△2,681百万円には、のれんの償却額△178百万円、全社費用

△2,503百万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。 

２ 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利益と調整を行っております。 

 

 

    Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成24年11月１日  至  平成25年４月30日） 

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)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

駐車場事業 モビリティ事業 計 

売上高 
 

 

  外部顧客への売上高 58,843 15,051 73,895 － 73,895

  セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

58 13 72 △72 －

計 58,902 15,065 73,967 △72 73,895

  セグメント利益又は損失（△） 12,028 △160 11,867 △3,051 8,815

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△3,051百万円には、のれんの償却額△178百万円、全社費用

△2,873百万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。 

２ 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利益と調整を行っております。 

  

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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