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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 5,595 11.4 384 51.2 350 58.4 205 66.9

18年９月中間期 5,022 △7.7 254 3.6 221 6.1 122 10.2

19年３月期 10,702 － 620 － 552 － 311 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 32 98 － －

18年９月中間期 19 76 － － 

19年３月期 50 13 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 10,157 2,741 27.0 440 60

18年９月中間期 10,152 2,407 23.7 386 89

19年３月期 10,583 2,584 24.4 415 36

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,741百万円 18年９月中間期 2,407百万円 19年３月期 2,584百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △4 63 △466 419

18年９月中間期 215 △365 △345 626

19年３月期 350 △542 △102 826

２．配当の状況

１株当たり配当金
（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 5 00 5 00

20年３月期 － －

20年３月期（予想） － 5 00 5 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 11,200 4.6 620 △0.1 550 △0.4 300 △3.8 48 21
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４．その他

(1）期中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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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るもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び、17ページ「表示方法の変

更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 6,529,114株 18年９月中間期 6,529,114株 19年３月期 6,529,114株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 307,294株 18年９月中間期 306,674株 19年３月期 306,674株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 5,251 11.5 340 45.4 335 52.7 196 60.3

18年９月中間期 4,709 △8.2 233 7.5 219 9.7 122 14.9

19年３月期 9,967 － 523 － 504 － 283 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 31 53

18年９月中間期 19 67

19年３月期 45 54

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 10,051 2,597 25.8 417 55

18年９月中間期 10,049 2,301 22.9 369 80

19年３月期 10,399 2,450 23.6 393 77

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,597百万円 18年９月中間期 2,301百万円 19年３月期 2,450百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 10,225 2.6 550 5.1 530 5.0 290 2.3 46 61

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、個人消費が底堅く推移する

など、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移しました。一方で原油価格の高騰、原材料価格の高まりやサブプライ

ムローンの不良債権化問題による米国経済の不安など、先行きに対する不透明感が高まりました。

　このような経済状況のもと、当社グループは積極的な販売活動を推進した結果、販売台数は伸び悩んだものの、ポ

ルシェ、ジャガー、アウディ等の高額車両の販売増加により売上高の増加となりました。

　以上の結果、当中間連結会計年度の売上高は5,595百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益384百万円（同51.2％

増）、経常利益350百万円（同58.4％増）、中間純利益205百万円（同66.9％増）となりました。

 （車両販売関連事業）

　車両販売部門におきましては、ガソリン価格の上昇等の個人消費の下押し要因により全般的な販売は低調となり販

売台数は前年対比で減少となりましたが、売上高は前期までの受注残車両のポルシェ新型カイエン等の車両が、メー

カーから生産・納品となり入庫量が多くなり登録となったことやジャガー、アウディ等の高額車両の販売増加により

売上高の増加となりました。

　車両整備部門につきましては、工場設備を充足させ、作業効率の改善を行いました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は5,547百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益は349百万円（前年同期比

48.4％増）となりました。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、西船橋店の賃貸ワンルームマンションにおける賃貸収入による売上高の増加となり売

上、営業利益ともに増加いたしました。この結果、売上高は47百万円（前年同期比70.6％増）となり、営業利益は35

百万円（前年同期比85.4％増）となりました。

 （通期の見通し）

　今後の見通しにつきましては、企業収益の改善等が期待され、個人消費も引き続き底堅く推移するものと予想され

ますが、先行き不透明感もあり力強い回復は望めないものと思われます。

当社といたしましては、受注残の多いポルシェ車及びフォルクスワーゲンの新型ゴルフＧＴ（TSIエンジン車）の入庫

が見込めることや、平成20年２月に販売予定のフォルクスワーゲンの新型ゴルフ（TSIエンジン車）、そしてアウディ

Ａ５、フィアット５００等の新型車効果により車両売上の増加が見込まれます。

　なお、通期の連結業績予想といたしましては、売上高11,200百万円、経常利益550百万円、当期純利益300百万円を

見込んでおります。

しかしながら、景気等の状況によっては、厳しい消費の冷え込みも予想されますので、更なる経営努力により業績の

向上に努めてまいる所存であります。

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ426百万円減少し、10,157百万円となりました。

これは主に流動資産で現金及び預金が503百万円減少したこと等によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ583百万円減少し7,415百万円となりました。これは主に、流動負債

で仕入債務の減少205百万円及び、固定負債で長期借入金が334百万円減少したこと等によるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ156百万円増加し、2,741百万円となりました。これは主に、中間

純利益を205百万円計上したこと等によるものであります。
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 ②キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前連結会計年度末に比べ407百万円

減少し419百万円となりました。

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそ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4百万円（前年同期は215百万円の資金獲得）となりました。

これは主に税金等調整前中間純利益を350百万円計上したものの、たな卸資産が175百万円増加、仕入債務が205百万円

減少したことなど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）

投資活動の結果得られた資金は63百万円（前年同期は365百万円の資金使用）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は466百万円（前年同期は345百万円の資金使用）となりました。これは主に借入金の返

済によるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 27.0 27.9 22.4 24.4 27.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
15.4 16.4 25.9 17.1 17.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
14.4 13.2 9.1 18.7 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
3.6 4.9 7.7 4.5 －

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

※　キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

※　有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしています。

※　平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきまして

は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分の基本的な考え方は、将来の事業展開を考慮しつつ、内部留保の充実により企業体質の強化を図

りながら、株主に対する安定した利益配当を維持することが重要であると考えております。

　なお、内部留保に対する当社の方針としましては、企業体質の強化ならび新規出店、既存店舗の改装等を中心に

有効に投資し、業容の拡大に努めてまいる所存であります。

　こうした考えの下に当期の配当につきましては、期末の配当金は１株当たり５円とし、年間配当金で５円とする

予定であります。
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２．企業集団の状況
 

 

仕入・販売 
役務提供 

千葉クライスラー㈱ 

（注）関係会社は、連結子会社です。 
 

車
両
販
売
関
連
事
業 

 

 

㈱ファミリー 

仕入・販売 

役務提供 

車    両 

部品・用品 

車   両 

部品・用品 

 

 

㈱ファミリー 

売買・賃貸 

役務提供 

不
動
産
事
業 

不 動 産 

（事業区分） （売上区分） （当社） （関係会社） 

車   両 
部品・用品 

車 両 整 備 

そ の 他 

（顧客） 

顧         

客 

車    両 

部品・用品 

車 両 整 備 整   備 

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略、（4）会社の対処すべき課題

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）

http://www.cardealerfamily.co.jp

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5）内部管理統体制の整備・運用状況

 当該事項におきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部体制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。
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４．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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 1,001,422 604,395  1,107,532

２．売掛金 215,746 223,261  270,700

３．たな卸資産 ※２ 3,338,256 3,607,876  3,431,955

４．その他 166,059 219,831  212,405

貸倒引当金 △230 △210  △260

流動資産合計 4,721,254 46.5 4,655,155 45.8 △66,099 5,022,334 47.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物及び構築
物

※２ 1,548,229  1,638,369   1,670,775  

(2)土地 ※２ 2,514,149  2,514,149   2,514,149  

(3)貸与資産 ※２ －  713,089   706,186  

(4)その他 ※２ 834,818 4,897,197 157,736 5,023,344 126,147 150,569 5,041,680

２．無形固定資産 16,070 31,442 15,372 32,170

３．投資その他の
資産

※２ 518,005 447,135 △70,869 487,418

固定資産合計 5,431,273 53.5 5,501,922 54.2 70,649 5,561,269 52.5

資産合計 10,152,527 100.0 10,157,077 100.0 4,550 10,583,603 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 563,488 483,671  689,397

２．短期借入金 ※２ 3,125,252 3,102,896  3,203,543

３．一年内償還予
定社債

－ 500,000  －

４．賞与引当金 34,140 26,770  23,410

５．役員賞与引当
金

－ 750  1,500

６．その他 686,765 669,017  612,057

流動負債合計 4,409,646 43.4 4,783,104 47.1 373,458 4,529,907 42.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,000,000 500,000  1,000,000

２．長期借入金 ※２ 2,181,195 2,010,649  2,345,483

３．その他 154,284 122,007  123,663

固定負債合計 3,335,479 32.9 2,632,656 25.9 △702,822 3,469,146 32.8

負債合計 7,745,125 76.3 7,415,760 73.0 △329,364 7,999,054 75.6
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,387,297 13.7  1,387,297 13.7 －  1,387,297 13.1

２．資本剰余金   815,014 8.0  815,014 8.0 －  815,014 7.7

３．利益剰余金   228,721 2.3  591,808 5.8 363,086  417,680 3.9

４．自己株式   △76,764 △0.8  △76,938 △0.7 △173  △76,764 △0.7

株主資本合計   2,354,269 23.2  2,717,182 26.8 362,912  2,543,227 24.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  53,133 0.5  24,134 0.2 △28,998  41,321 0.4

評価・換算差額等
合計

  53,133 0.5  24,134 0.2 △28,998  41,321 0.4

純資産合計   2,407,402 23.7  2,741,317 27.0 333,914  2,584,549 24.4

負債純資産合計   10,152,527 100.0  10,157,077 100.0 4,550  10,583,603 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,022,891 100.0 5,595,066 100.0 572,175 10,702,450 100.0

Ⅱ　売上原価 4,105,320 81.7 4,532,318 81.0 426,997 8,759,811 81.8

売上総利益 917,570 18.3 1,062,748 19.0 145,177 1,942,638 18.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 662,955 13.2 677,872 12.1 14,916 1,321,769 12.4

営業利益 254,615 5.1 384,875 6.9 130,260 620,869 5.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,229 1,988 2,745

２．受取配当金 584 494 2,856

３．その他 6,693 8,507 0.1 3,651 6,134 0.1 △2,373 12,309 17,911 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 41,252 38,444 81,153

２．その他 752 42,004 0.8 2,255 40,699 0.7 △1,304 5,372 86,525 0.8

経常利益 221,118 4.4 350,309 6.3 129,191 552,255 5.2

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却
損

※２  8,974 0.2  － － △8,974  18,821 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

212,144 4.2 350,309 6.3 138,165 533,433 5.0

法人税、住民
税及び事業税

87,090 146,660 217,100

法人税等調整
額

2,061 89,151 1.8 △1,590 145,069 2.6 55,917 4,382 221,482 2.1

中間(当期)純
利益

122,992 2.4 205,240 3.7 82,248 311,950 2.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高（千円） 1,387,297 1,367,774 △415,914 △76,519 2,262,637

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注）

 △521,644 521,644  －

剰余金の配当（注）  △31,116   △31,116

中間純利益   122,992  122,992

自己株式の取得    △244 △244

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）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △552,760 644,636 △244 91,631

平成18年9月30日　残高（千円） 1,387,297 815,014 228,721 △76,764 2,354,269

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日　残高（千円） 76,362 76,362 2,339,000

中間連結会計期間中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への振
替額（注）

  －

剰余金の配当（注）   △31,116

中間純利益   122,992

自己株式の取得   △244

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）

△23,228 △23,228 △23,228

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△23,228 △23,228 68,402

平成18年9月30日　残高（千円） 53,133 53,133 2,407,402

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高（千円） 1,387,297 815,014 417,680 △76,764 2,543,227

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △31,112  △31,112

中間純利益   205,240  205,240

自己株式の取得    △173 △173

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 174,128 △173 173,954

平成19年9月30日　残高（千円） 1,387,297 815,014 591,808 △76,938 2,717,182

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年3月31日　残高（千円） 41,321 41,321 2,584,549

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △31,112

中間純利益   205,240

自己株式の取得   △173

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）

△17,186 △17,186 △17,186

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△17,186 △17,186 156,767

平成19年9月30日　残高（千円） 24,134 24,134 2,741,317

　（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高（千円） 1,387,297 1,367,774 △415,914 △76,519 2,262,637

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注）

 △521,644 521,644  －

剰余金の配当（注）  △31,116   △31,116

当期純利益   311,950  311,950

自己株式の取得    △244 △244

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ △552,760 833,594 △244 280,590

平成19年3月31日　残高（千円） 1,387,297 815,014 417,680 △76,764 2,543,227

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日　残高（千円） 76,362 76,362 2,339,000

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への振
替額（注）

  －

剰余金の配当（注）   △31,116

当期純利益   311,950

自己株式の取得   △244

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△35,040 △35,040 △35,040

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△35,040 △35,040 245,550

平成19年3月31日　残高（千円） 41,321 41,321 2,584,549

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

㈱ファミリー（8298）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 11 －



(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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

212,144 350,309  533,433

減価償却費 93,226 108,292  204,265

貸倒引当金の増加額
又は減少額(△)

25 △50  55

賞与引当金の増加額
又は減少額(△)

8,790 3,360  △1,940

役員賞与引当金の増
加額又は減少額(△)

－ △750  1,500

受取利息及び受取配
当金

△1,814 △2,482  △5,601

支払利息 41,252 38,444  81,153

固定資産除却損 8,974 －  18,821

売上債権の減少額又
は増加額(△)

16,209 47,439  △38,744

たな卸資産の増加額
(△)

△4,677 △175,920  △98,377

仕入債務の増加額又
は減少額(△)

△88,798 △205,725  37,109

その他 112,432 △14,428  △68,590

小計 397,762 148,487 △249,275 663,083

利息及び配当金の受
取額

1,814 2,482  5,601

利息の支払額 △37,646 △39,199  △77,905

法人税等の支払額 △146,866 △115,956  △240,664

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

215,063 △4,185 △219,249 350,115
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　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

△435,752 △276,806  △451,752

定期預金の払戻によ
る収入

500,680 372,809  610,752

有形固定資産の取得
による支出

△455,326 △34,282  △719,270

有形固定資産の除却
にかかる支出

△403 －  △1,605

無形固定資産の取得
による支出

－ －  △16,856

その他 25,543 2,017  36,040

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△365,258 63,738 428,997 △542,691

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純減少
額

－ －  △80,000

長期借入れによる収
入

200,000 －  1,017,450

長期借入金の返済に
よる支出

△514,033 △435,481  △1,008,904

自己株式の取得によ
る支出

△244 △173  △244

配当金の支払額 △31,252 △31,031  △31,267

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△345,530 △466,686 △121,156 △102,966

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額又は減少額(△)

△495,725 △407,133 88,591 △295,542

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

1,122,394 826,852 △295,542 1,122,394

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 626,669 419,719 △206,950 826,852
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

千葉クライスラー㈱

同左 同左

２．連結子会社の中間決算日

（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。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

３．会計処理基準に関する事

項

(イ）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

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格

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）

(イ）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

時価のあるもの

同左

(イ）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

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、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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

商品

　個別法による低価法

②　たな卸資産

商品

同左

②　たな卸資産

商品

同左

部品・用品

　移動平均法による原価法

部品・用品

同左

部品・用品

同左

販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(ロ）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

　但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準に

よっております。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 　　

 ─────

 

 

 

 

 

  

 

 ─────

 

 

 

  

 

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益はそ

れぞれ4,977千円減少しております。

（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

資産については改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し減価償却費に含めて計上して

おります。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

 

 

 ─────

 

 

 

 

 

 

 

 ─────

 

 

 

 

  

 

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分)

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分)

同左

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分)

同左

その他

定額法

　なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

その他

同左

その他

同左

③　長期前払費用

　均等償却

　なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込相当額を

計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

─────

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額を計上

しております。

③　役員賞与引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ニ）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。

(ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ニ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例

処理の要件を満たしている場合

は、特例処理を採用しておりま

す。

(ホ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(ホ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金利息

同左 同左

③　ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、金

利変動リスクをヘッジしており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理の要件を満たしてい

るため、有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

４．その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引出し可能

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。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引出し可能な預

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。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　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」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）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

会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,407,402千円であります。

なお、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、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、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

する会計基準等）

　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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,584,549千円であります。

なお、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、連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成してお

ります。

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しております。

　これによる影響はありません。

 

 

 ─────

 

 

 

  

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号）を適用しております。

　この結果、従来の方法と比較して営

業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益がそれぞれ1,500千円減少し

ております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 ──────  （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、有形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりました「貸与資産」（前中間

連結会計期間471,704千円）は、重要性が増したため当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしました。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,382,893千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,499,321千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,426,206千円であります。

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

担保に供されている資産 担保に供されている資産 担保に供されている資産

定期預金 178,563千円

建物

（賃貸建物含む）

1,523,411千円

土地

（販売用不動産含

む）

3,465,296千円

投資有価証券 152,185千円

定期預金 178,638千円

建物

（賃貸建物含む）

1,468,508千円

土地

（販売用不動産含

む）

3,465,296千円

投資有価証券 106,611千円

定期預金 178,563千円

建物

（賃貸建物含む）

1,496,999千円

土地

（販売用不動産含

む）

3,465,296千円

投資有価証券 133,980千円

上記に対する債務

短期借入金 2,280,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予

定）

2,962,111千円

　当社の金融機関からの借入金5,242,111

千円について、当社は一部土地建物等を担

保に供するとともに、当社グループの金融

機関からの借入金全額について、当社の代

表取締役社長西條徳三が個人として債務保

証を行っております。

　なお、当社グループは、当該債務保証に

ついて保証料の支払い及び担保の提供は

行っておりません。

上記に対する債務

短期借入金 2,200,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予

定）

2,886,545千円

　当社の金融機関からの借入金5,086,545

千円について、当社は一部土地建物等を担

保に供するとともに、当社グループの金融

機関からの借入金全額について、当社の代

表取締役社長西條徳三が個人として債務保

証を行っております。

　なお、当社グループは、当該債務保証に

ついて保証料の支払い及び担保の提供は

行っておりません。

上記に対する債務

短期借入金 2,200,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予

定）

3,305,426千円

　当社の金融機関からの借入金5,539,026

千円について、当社は一部土地建物等を担

保に供するとともに、当社グループの金融

機関からの借入金全額について、当社の代

表取締役社長西條徳三が個人として債務保

証を行っております。

　なお、当社グループは、当該債務保証に

ついて保証料の支払い及び担保の提供は

行っておりません。

　３．偶発債務

保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関からの借入

金（941,562千円）に対し債務保証を行っ

ております。

　３．偶発債務

保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関からの借入

金（865,908千円）に対し債務保証を行っ

ております。

　３．偶発債務

保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関からの借入

金（895,404千円）に対し債務保証を行っ

ております。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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。

※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。

※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。

給与手当 216,233千円

賞与引当金繰入額 19,280

賃借料 77,351

給与手当 220,686千円

賞与引当金繰入額 14,340

退職給付費用 18,327

賃借料 70,570

役員賞与引当金繰入

額

750

広告宣伝費 104,224千円

給与手当 423,159

賞与引当金繰入額 13,140

役員賞与引当金繰入

額

1,500

退職給付費用 20,334

賃借料 149,710

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※２　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 8,038千円

 その他 935千円

計 8,974千円

  ─────   建物及び構築物 15,873千円

 その他 2,498千円

計 18,821千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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

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）

発行済株式数

　普通株式
6,529,114 － － 6,529,114

合計 6,529,114 － － 6,529,114

自己株式

　普通株式（注）
305,874 800 － 306,674

合計 305,874 800 － 306,674

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たりの

配当金
基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会 
普通株式 31,116千円 ５円 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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

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）

発行済株式数

　普通株式
6,529,114 － － 6,529,114

合計 6,529,114 － － 6,529,114

自己株式

　普通株式（注）
306,674 620 － 307,294

合計 306,674 620 － 307,294

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加620株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たりの

配当金
基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会 
普通株式 31,112千円 5.00円 平成19年３月31日 平成19年６月28日 
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

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）

発行済株式数

　普通株式
6,529,114 － － 6,529,114

合計 6,529,114 － － 6,529,114

自己株式

　普通株式（注）
305,874 800 － 306,674

合計 305,874 800 － 306,674

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たりの

配当金
基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会 
普通株式 31,116千円 5.00円 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たりの

配当金
基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会 
普通株式 31,112千円 5.00円 平成19年３月31日 平成19年６月28日 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

※　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

※　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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,001,422千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△374,752千円

現金及び現金同等物 626,669千円

現金及び預金勘定 604,395千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△184,676千円

現金及び現金同等物 419,719千円

現金及び預金勘定 1,107,532千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△280,680千円

現金及び現金同等物 826,852千円
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
52,778千円

②　減価償却累計

額相当額
36,945千円

③　中間期末残高

相当額
15,832千円

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
38,246千円

②　減価償却累計

額相当額
32,023千円

③　中間期末残高

相当額
6,223千円

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
52,778千円

②　減価償却累計

額相当額
42,096千円

③　期末残高相当

額
10,681千円

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）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

(2）未経過リース料期末残高相当

額

１年内 9,609千円

１年超 6,223千円

合計 15,832千円

１年内 5,743千円

１年超 480千円

合計 6,223千円

１年内 8,571千円

１年超 2,110千円

合計 10,681千円

（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

①　支払リース料 5,150千円

②　減価償却費相当

額
5,150千円

①　支払リース料 4,458千円

②　減価償却費相当

額
4,458千円

①　支払リース料 10,301千円

②　減価償却費相当

額
10,301千円

(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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 72,413 161,713 89,299

(2）債券

国債・地方債等 －  －  －  

社債 －  －  －  

その他 －  －  －  

(3）その他 －  －  －  

合計 72,413 161,713 89,299

　

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 72,413 112,976 40,562

(2）債券

国債・地方債等 －   －   －   

社債 －   －   －   

その他 －   －   －   

(3）その他 －   －   －   

合計 72,413 112,976 40,562

　

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 72,413 141,862 69,448

(2）債券

国債・地方債等 －   －   －   

社債 －    －   －   

その他 －   －   －   

(3）その他 －   －   －   

合計 72,413 141,862 69,448
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

 

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．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18年４月１日　至平成18年９月30日）

車両販売関連
事業（千円）

不動産事業
（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 4,995,111 27,780 5,022,891 －   5,022,891

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－  －   －   －   －   

計 4,995,111 27,780 5,022,891 －   5,022,891

営業費用 4,759,656 8,619 4,768,276 －   4,768,276

営業利益 235,454 19,160 254,615 －   254,615

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する事業内容

事業区分 事業内容

車両販売関連事業

新車・中古車の販売、自動車の部品・用品の販売、自動車の修理加工、

自動車のレンタル業、自動車のリース業、損害保険・生命保険の代理

業務

不動産事業 不動産の売買・賃貸

 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

車両販売関連
事業（千円）

不動産事業
（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 5,547,667 47,399 5,595,066 －   5,595,066

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－   －   －   －   －   

計 5,547,667 47,399 5,595,066 －   5,595,066

営業費用 5,198,324 11,866 5,210,190 －   5,210,190

営業利益 349,343 35,532 384,875 －   384,875

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する事業内容

事業区分 事業内容

車両販売関連事業

新車・中古車の販売、自動車の部品・用品の販売、自動車の修理加工、

自動車のレンタル業、自動車のリース業、損害保険・生命保険の代理

業務

不動産事業 不動産の売買・賃貸

　（注）１．会計方針の変更　

　当社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、車両販売関連

事業で4,977千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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　　　　２．追加情報　

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し減価償却費に含めて計上しております。

　この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

車両販売関連
事業（千円）

不動産事業
（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 10,632,015 70,434 10,702,450 －   10,702,450

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－  －  －  －   －  

計 10,632,015 70,434 10,702,450 －   10,702,450

営業費用 10,061,607 19,973 10,081,580 －   10,081,580

営業利益 570,408 50,461 620,869 －    620,869

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する事業内容

事業区分 事業内容

車両販売関連事業

新車・中古車の販売、自動車の部品・用品の販売、自動車の修理加工、

自動車のレンタル業、自動車のリース業、損害保険・生命保険の代理

業務

不動産事業 不動産の売買・賃貸

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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19年４月１日　至平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 386円89銭

１株当たり中間純利益 19円76銭

１株当たり純資産額 440円60銭

１株当たり中間純利益 32円98銭

１株当たり純資産額 415円36銭

１株当たり当期純利益 50円13銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間(当期)純利益(千円） 122,992 205,240 311,950

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間(当期)

純利益（千円）
122,992 205,240 311,950

期中平均株式数（千株） 6,223 6,222 6,222

（企業結合等）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※２ 994,268 596,821 998,741

２．売掛金 211,967 217,613 254,354

３．たな卸資産 ※２ 3,226,102 3,496,142 3,334,023

４．その他 155,900 208,919 221,463

貸倒引当金 △230 △210 △260

流動資産合計 4,588,008 45.7 4,519,286 45.0 △68,721 4,808,322 46.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1)建物 ※２ 1,432,217 1,528,071 1,557,147

(2)構築物 116,012 110,298 113,628

(3)貸与資産 ※２ 471,704 713,089 706,186

(4)土地 ※２ 2,514,149 2,514,149 2,514,149

(5)その他 363,113  157,736   150,569  

　　　計 4,897,197   5,023,344   126,147 5,041,680   

２．無形固定資産 16,070  31,442  15,372 32,170  

３．投資その他の
資産

(1)保証金 207,830 195,833 204,332

(2)その他 ※２ 340,074  281,201   312,985  

　　　計 547,905   477,035   △70,869 517,318   

固定資産合計 5,461,173 54.3 5,531,822 55.0 70,649 5,591,169 53.8

資産合計 10,049,181 100.0 10,051,109 100.0 1,927 10,399,491 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 585,579 566,320 669,604

２．短期借入金 ※２ 3,111,116 3,092,896 3,193,543

３．一年内償還
　　予定社債

－ 500,000 －

４．未払法人税等 94,500 145,779 113,172

５．賞与引当金 30,990 24,060 21,230

６．役員賞与引当
金

－ 750 1,500

７．その他 ※４ 590,451 490,711 481,065

流動負債合計 4,412,637 43.9 4,820,517 48.0 407,880 4,480,114 43.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,000,000 500,000 1,000,000

２．長期借入金 ※２ 2,181,195 2,010,649 2,345,483

３．その他 154,284 122,007 123,663

固定負債合計 3,335,479 33.2 2,632,656 26.2 △702,822 3,469,146 33.3

負債合計 7,748,116 77.1 7,453,174 74.2 △294,942 7,949,261 76.4
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,387,297 13.8  1,387,297 13.8 －  1,387,297 13.3

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  348,297   348,297    348,297   

(2）その他資本
剰余金

 466,717   466,717    466,717   

資本剰余金合
計

  815,014 8.1  815,014 8.1 －  815,014 7.9

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 122,384   448,427    283,361   

利益剰余金合
計

  122,384 1.2  448,427 4.5 326,042  283,361 2.7

４．自己株式   △76,764 △0.7  △76,938 △0.8 △173  △76,764 △0.7

株主資本合計   2,247,931 22.4  2,573,800 25.6 325,869  2,408,908 23.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  53,133 0.5  24,134 0.2 △28,998  41,321 0.4

評価・換算差額
等合計

  53,133 0.5  24,134 0.2 △28,998  41,321 0.4

純資産合計   2,301,064 22.9  2,597,935 25.8 296,870  2,450,230 23.6

負債純資産合計   10,049,181 100.0  10,051,109 100.0 1,927  10,399,491 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,709,107 100.0 5,251,266 100.0 542,159 9,967,792 100.0

Ⅱ　売上原価 3,857,572 81.9 4,284,689 81.6 427,117 8,201,346 82.3

売上総利益 851,535 18.1 966,576 18.4 115,041 1,766,445 17.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

617,653 13.1 626,408 11.9 8,754 1,242,993 12.4

営業利益 233,881 5.0 340,168 6.5 106,286 523,452 5.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 27,832 0.6 36,114 0.7 8,281 67,302 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 41,770 0.9 40,497 0.8 △1,272 86,232 0.9

経常利益 219,944 4.7 335,785 6.4 115,840 504,522 5.1

Ⅵ　特別損失  8,974 0.2 － － △8,974 18,821 0.2

税引前中間(当
期)純利益

210,970 4.5 335,785 6.4 124,814 485,700 4.9

法人税、住民
税及び事業税

87,000 141,500 198,000

法人税等調整
額

1,585 88,585 1.9 △1,893 139,606 2.7 51,020 4,339 202,339 2.1

中間(当期)純
利益

122,384 2.6 196,178 3.7 73,793 283,361 2.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年3月31日　残高(千円) 1,387,297 348,297 1,019,477 1,367,774 300,000 △821,644 △521,644 △76,519 2,156,908

中間会計期間中の変動額

資本剰余金から利益剰余金へ
の振替額（注）

  △521,644 △521,644  521,644 521,644  －

任意積立金取崩額（注）     △300,000 300,000 －  －

剰余金の配当（注）   △31,116 △31,116     △31,116

中間純利益      122,384 122,384  122,384

自己株式の取得        △244 △244

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）

－ － △552,760 △552,760 △300,000 944,028 644,028 △244 91,023

平成18年9月30日　残高
（千円）

1,387,297 348,297 466,717 815,014 － 122,384 122,384 △76,764 2,247,931

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

76,362 76,362 2,233,270

中間会計期間中の変動額

資本剰余金から利益剰余金へ
の振替額（注）

  －

任意積立金取崩額（注）   －

剰余金の配当（注）   △31,116

中間純利益   122,384

自己株式の取得   △244

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△23,228 △23,228 △23,228

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△23,228 △23,228 67,794

平成18年9月30日　残高
（千円）

53,133 53,133 2,301,064

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰

余金

平成19年3月31日　残高(千円) 1,387,297 348,297 466,717 815,014 283,361 283,361 △76,764 2,408,908

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △31,112 △31,112  △31,112

中間純利益     196,178 196,178  196,178

自己株式の取得       △173 △173

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）

－ － － － 165,066 165,066 △173 164,892

平成19年9月30日　残高
（千円）

1,387,297 348,297 466,717 815,014 448,427 448,427 △76,938 2,573,800

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

41,321 41,321 2,450,230

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △31,112

中間純利益   196,178

自己株式の取得   △173

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△17,186 △17,186 △17,186

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△17,186 △17,186 147,705

平成19年9月30日　残高
（千円）

24,134 24,134 2,597,935

　（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年3月31日　残高(千円) 1,387,297 348,297 1,019,477 1,367,774 300,000 △821,644 △521,644 △76,519 2,156,908

事業年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金へ
の振替額（注）

  △521,644 △521,644  521,644 521,644  －

任意積立金取崩額（注）     △300,000 300,000 －  －

剰余金の配当（注）   △31,116 △31,116   －  △31,116

当期純利益      283,361 283,361  283,361

自己株式の取得        △244 △244

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）

－ － △552,760 △552,760 △300,000 1,105,005 805,005 △244 252,001

平成19年3月31日　残高
（千円）

1,387,297 348,297 466,717 815,014 － 283,361 283,361 △76,764 2,408,908

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

76,362 76,362 2,233,270

事業年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金へ
の振替額（注）

  －

任意積立金取崩額（注）   －

剰余金の配当（注）   △31,116

当期純利益   283,361

自己株式の取得   △244

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△35,040 △35,040 △35,040

事業年度中の変動額合計
（千円）

△35,040 △35,040 216,961

平成19年3月31日　残高
（千円）

41,321 41,321 2,450,230

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

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、売却原価は移動

平均法により算定）

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

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

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

個別法による低価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

部品・用品

移動平均法による原価法

部品・用品

同左

部品・用品

同左

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

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

　但し、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 

 

 ─────

  

  

 

 

 

 

 ─────

 

 

 

  

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ4,977千円減少しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し減価償

却費に含めて計上しております。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

   

 

 ─────

 

 

  

 

 

  

 

 ─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

同左

その他

定額法

　なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

その他

同左

その他

同左

(3）長期前払費用

均等償却

　なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込相当額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

─────

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与に充

てるため、支給見込額を計上して

おります。

(3）役員賞与引当金

同左

４．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。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしている場合は、

特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金利息

同左 同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理の要件を満たしている

ため、有効性の評価を省略してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左
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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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は2,301,064千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号）を適用しております。

　これによる影響はありません。

─────

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は2,450,230千円であります。

　なお、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、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　

平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

　この結果、従来の方法と比較して営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ1,500千円減少しており

ます。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
2,382,893千円 2,499,321千円 2,426,206千円

※２．担保提供資産 担保に供されている資産 担保に供されている資産 担保に供されている資産

定期預金 178,563千円

建物

（賃貸建物含

む）

1,523,411千円

土地

（販売用不動産

含む）

3,465,296千円

投資有価証券 152,185千円

定期預金 178,638千円

建物

（賃貸建物含

む）

1,468,508千円

土地

（販売用不動産

含む）

3,465,296千円

投資有価証券 106,611千円

定期預金 178,563千円

建物

（賃貸建物含

む）

1,496,999千円

土地

（販売用不動産

含む）

3,465,296千円

投資有価証券 133,980千円

上記に対する債務

短期借入金

2,280,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予定）

2,962,111千円

　当社の金融機関からの借入金につ

いて、当社は一部土地建物等を担保

に供するとともに、当社の金融機関

からの借入金全額について当社の代

表取締役社長西條徳三が個人として

債務保証を行っております。

　なお、当社は、当該債務保証につ

いて保証料の支払い及び担保の提供

は行っておりません。

上記に対する債務

短期借入金

2,200,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予定）

2,886,545千円

　当社の金融機関からの借入金

5,086,545千円について、当社は一

部土地建物等を担保に供するととも

に、当社の金融機関からの借入金全

額について当社の代表取締役社長西

條徳三が個人として債務保証を行っ

ております。

　なお、当社は、当該債務保証につ

いて保証料の支払い及び担保の提供

は行っておりません。

上記に対する債務

短期借入金

2,200,000千円

長期借入金

（含一年以内返済予定）

3,305,426千円

　当社の金融機関からの借入金

5,539,026千円について、当社は一

部土地建物等を担保に供するととも

に、当社の金融機関からの借入金全

額について当社の代表取締役社長西

條徳三が個人として債務保証を行っ

ております。

　なお、当社は、当該債務保証につ

いて保証料の支払い及び担保の提供

は行っておりません。

　３．偶発債務 保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関から

の借入金（941,562千円)に対し債務

保証を行っております。

　千葉クライスラー㈱の金融機関か

らの借入金（4,136千円)に対し、債

務保証を行っております。

保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関から

の借入金（865,908千円)に対し債務

保証を行っております。

　

保証債務

　㈱ファミリー商事の金融機関から

の借入金（895,404千円)に対し債務

保証を行っております。

 

※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、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

同左 ──────

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち重要

なもの

受取利息 1,229千円 受取利息 1,968千円 受取利息 2,742千円

※２．営業外費用のうち重要

なもの

支払利息 41,017千円 支払利息 38,242千円 支払利息 80,859千円

　３．減価償却実施額 有形固定資産 92,604千円

無形固定資産 277千円

有形固定資産 107,241千円

無形固定資産 728千円

有形固定資産 202,567千円

無形固定資産 1,032千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 305,874 800 － 306,674

合計 305,874 800 － 306,674

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 306,674 620 － 307,294

合計 306,674 620 － 307,294

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加620株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式（注） 305,874 800 － 306,674

合計 305,874 800 － 306,674

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
52,778千円

②　減価償却累計

額相当額
36,945千円

③　中間期末残高

相当額
15,832千円

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
38,246千円

②　減価償却累計

額相当額
32,023千円

③　中間期末残高

相当額
6,223千円

有形固定資産

その他

①　取得価額相当

額
52,778千円

②　減価償却累計

額相当額
42,096千円

③　期末残高相当

額
10,681千円

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）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

(2）未経過リース料期末残高相当

額

１年内 9,609千円

１年超 6,223千円

合計 15,832千円

１年内 5,743千円

１年超 480千円

合計 6,223千円

１年内 8,571千円

１年超 2,110千円

合計 10,681千円

（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額

①　支払リース料 5,150千円

②　減価償却費相当

額
5,150千円

①　支払リース料 4,458千円

②　減価償却費相当

額
4,458千円

①　支払リース料 10,301千円

②　減価償却費相当

額
10,301千円

(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
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 369円80銭

１株当たり中間純利益 19円67銭

１株当たり純資産額 417円55銭

１株当たり中間純利益 31円53銭

１株当たり純資産額 393円77銭

１株当たり当期純利益 45円54銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間(当期)純利益（千円） 122,384 196,178 283,361

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間(当期)

純利益（千円）

 

122,384 196,178 283,361

期中平均株式数（千株） 6,223 6,222 6,222

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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