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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21期

第１四半期累計期間
第22期

第１四半期累計期間
第21期

会計期間
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

自　平成28年10月１日
至　平成29年９月30日

売上高 （百万円） 3,092 3,423 12,689

経常利益 （百万円） 562 583 2,192

四半期(当期)純利益 （百万円） 381 947 1,479

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,739 1,753 1,750

発行済株式総数 （株） 10,112,200 10,152,600 10,144,000

純資産額 （百万円） 10,581 12,273 11,765

総資産額 （百万円） 26,302 29,125 27,698

１株当たり四半期

(当期)純利益金額
（円） 39.40 97.08 152.13

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
（円） 38.48 94.07 148.29

１株当たり配当額 （円） － － 45.00

自己資本比率 （％） 39.9 41.9 42.2

（注）　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いて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　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間における、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、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日）における我が国の経済は、海外経済の不

確実性や、地政学リスクの高まりが懸念されるものの、輸出の増加に支えられるほか、雇用・所得環境の改善を背

景に、全体として緩やかな回復基調が続いております。

　当社の属する駐車場業界においては、慢性的な駐車場不足や都市部での建築に伴う駐車需要、個人消費の持ち直

しを背景に売上は底堅く推移しました。このような中で、当社は引き続き積極的な営業活動を行い、新規駐車場の

開設を進めるとともに、既存駐車場においても料金変更を機動的に行うなど採算性向上に努めました。

　その結果、当第１四半期累計期間においては、87件1,192車室の新規開設、40件641車室の解約等により、47件

551車室の純増となり、12月末現在2,008件28,571車室が稼働しております。

　また、保有不動産の売却を行ったため、固定資産売却益808百万円を特別利益に計上しております。

　以上の活動により、当第１四半期累計期間の売上高は3,423百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益632百万円

（同2.7％増）、経常利益583百万円（同3.7％増）、四半期純利益947百万円（同148.4％増）を計上いたしまし

た。

 

　当社の駐車場形態ごとの状況は以下のとおりであります。

（賃借駐車場）

　当第１四半期累計期間においては、84件1,176車室の開設及び、38件543車室の解約等により、46件633車室の

純増となりました。その結果、12月末現在1,849件24,571車室が稼働しております。新規駐車場の開拓が堅調に

推移し、既存駐車場の売上が順調に推移したため、売上高は2,795百万円（前年同期比11.9％増）となりまし

た。

（保有駐車場）

　当第１四半期累計期間においては、沼津市１件４車室、大阪市１件５車室、神戸市１件３車室の計３件12車室

を新規開設し、甲府市においては既存保有駐車場の隣地を取得し４車室増設いたしました。

　一方で、ポートフォリオの見直しを行い、水戸市１件13車室、成田市１件84車室の保有駐車場（土地）を売却

いたしました。なお、成田市の保有駐車場の売却に伴い、平成29年10月31日付「固定資産の譲渡完了及び特別利

益の計上に関するお知らせ」に記載の通り、固定資産売却益808百万円を特別利益として計上しております。ま

た、葛飾区においてレイアウト変更のため１車室減少いたしました。その結果、12月末現在においては159件

4,000車室が稼働しております。売上高は507百万円（同3.9％増）となりました。

　このほか、当第１四半期累計期間において、山形市１件33車室分の駐車場用地を取得しており、当第２四半期

以降のオープンを予定しております。

（その他売上）

　当第１四半期累計期間においては、不動産賃貸収入、自動販売機関連売上、バイク・駐輪場売上、太陽光発電

売上により、売上高は119百万円（同14.7％増）となりました。

 

EDINET提出書類

パラカ株式会社(E05414)

四半期報告書

 3/15



　当事業年度における駐車場形態ごとの販売実績は以下のとおりです。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成28年10月１日
　至　平成28年12月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年10月１日
　至　平成29年12月31日）

前事業年度
（自　平成28年10月１日
　至　平成29年９月30日）

駐車場形態 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

賃借駐車場 2,498 2,795 10,257

保有駐車場 488 507 1,930

その他売上 104 119 500

合計 3,092 3,423 12,689

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は29,125百万円となり、前事業年度末に比べ1,426百万円増加いたしま

した。これは主に流動資産における現金及び預金の増加（1,286百万円）によるものであります。

　当第１四半期会計期間末における負債の部は16,851百万円となり、前事業年度末に比べ918百万円増加いたしま

した。これは主に借入金の増加（746百万円）によるものであります。

　当第１四半期会計期間末における純資産の部は12,273百万円となり、前事業年度末に比べ508百万円増加いたし

ました。この結果、自己資本比率は、前事業年度末の42.2％から41.9％となりました。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【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 27,000,000

計 27,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)

（平成29年12月31日）

提出日現在
発行数(株)

（平成30年2月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,152,600 10,152,600
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 10,152,600 10,152,600 － －

（注）　「提出日現在発行数」には、平成30年２月１日以降四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

れたものは含まれておりません。

 

（２）【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）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（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）

平成29年10月１日～
平成29年12月31日

8,600 10,152,600 2 1,753 2 1,783

（注）　新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による増加であります。

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　　135,200 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,007,700 100,077 －

単元未満株式 普通株式　　　1,100 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 10,144,000 － －

総株主の議決権 － 100,077 －

 （注） 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

パラカ株式会社 東京都港区愛宕２－５－１ 135,200 － 135,200 1.33

計 － 135,200 － 135,200 1.33

 

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】
 

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間（平成29年10月１日から平成29

年12月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成29年９月30日)
当第１四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,112 4,398

売掛金 94 104

前払費用 657 668

その他 101 136

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,966 5,307

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 798 791

機械及び装置（純額） 1,061 1,042

土地 19,036 19,116

リース資産（純額） 1,956 1,934

その他（純額） 425 472

有形固定資産合計 23,278 23,357

無形固定資産 27 27

投資その他の資産 426 433

固定資産合計 23,732 23,818

資産合計 27,698 29,125

負債の部   

流動負債   

買掛金 187 200

1年内償還予定の社債 20 220

短期借入金 － 320

1年内返済予定の長期借入金 1,357 1,434

未払法人税等 388 477

賞与引当金 38 18

株主優待引当金 10 －

その他 823 960

流動負債合計 2,825 3,631

固定負債   

社債 210 －

長期借入金 10,768 11,118

リース債務 1,525 1,502

株式給付引当金 37 37

資産除去債務 243 249

その他 321 311

固定負債合計 13,107 13,219

負債合計 15,932 16,851
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成29年９月30日)
当第１四半期会計期間
(平成29年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,750 1,753

資本剰余金 2,113 2,121

利益剰余金 8,350 8,848

自己株式 △398 △397

株主資本合計 11,816 12,326

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 10

繰延ヘッジ損益 △130 △126

評価・換算差額等合計 △120 △116

新株予約権 69 63

純資産合計 11,765 12,273

負債純資産合計 27,698 29,125
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成28年12月31日)

 当第１四半期累計期間
(自　平成29年10月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 3,092 3,423

売上原価 2,153 2,408

売上総利益 938 1,014

販売費及び一般管理費 322 382

営業利益 616 632

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取保険金 0 0

その他 0 0

営業外収益合計 0 0

営業外費用   

支払利息 53 48

その他 0 1

営業外費用合計 54 49

経常利益 562 583

特別利益   

固定資産売却益 － 808

受取和解金 1 －

特別利益合計 1 808

特別損失   

固定資産除却損 4 8

固定資産売却損 － 2

特別損失合計 4 11

税引前四半期純利益 559 1,380

法人税等 177 432

四半期純利益 381 947
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）

税金費用の計算

　税金費用の計算については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、経済的な効果を株主の皆様と共有できる形で、従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従

業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ること、人材採用において優秀な人員を確保

すること、長期勤続に対する功労のための退職金制度を整備することを目的として、従業員に信託を通じて自社

の株式を交付する取引を行っております。

(1) 取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得をおこない、従業

員に対して、取締役会が定める株式給付規程に従って、信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プ

ランであります。

　当社は、株式給付規程に基づき、毎年、従業員に対し業績貢献度等に応じてポイントを付与し、退職時に

（累積した）ポイントに相当する当社株式を無償で給付します。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末365百万円、250,000株、

当第１四半期会計期間末365百万円、250,000株であります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成28年10月１日
　至　平成28年12月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年10月１日
　至　平成29年12月31日）

減価償却費 181百万円 193百万円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31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

平成28年12月20日
定時株主総会

普通株式 396 40 平成28年９月30日 平成28年12月21日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当10百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31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

平成29年12月20日
定時株主総会

普通株式 450 45 平成29年９月30日 平成29年12月21日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当11百万円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）

　当社の事業は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 

当第１四半期累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）

　当社の事業は、駐車場の開拓及び運営管理に関連する事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間

（自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 39円40銭 97円08銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 381 947

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 381 947

普通株式の期中平均株式数(株) 9,684,667 9,764,582

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 38円48銭 94円07銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 232,301 312,573

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

※ 期中平均株式数の算定に当たって控除する自己株式数には、従業員株式給付信託における自己株式を含めておりま

す。当該株式数は前第１四半期累計期間250,000株、当第１四半期累計期間250,000株です。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成３０年２月９日

　パ　ラ　カ　株　式　会　社

取 締 役 会　御 中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 早 稲 田　　　　　宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙　　橋　　篤　　史　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているパラカ株式会

社の平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日までの第２２期事業年度の第１四半期会計期間（平成２９年１０月

１日から平成２９年１２月３１日まで）及び第１四半期累計期間（平成２９年１０月１日から平成２９年１２月３１日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

　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。

 

監査人の結論

　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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、パラカ株式会社の平成２９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

　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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