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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 9,371 ― △563 ― △559 ― △3,106 ―
20年3月期第1四半期 10,182 16.8 △810 ― △788 ― △778 ―

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

21年3月期第1四半期 △13.17 ―
20年3月期第1四半期 △3.30 ―

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

21年3月期第1四半期 7,622 1,674 21.6 6.97
20年3月期 8,692 4,751 54.7 20.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,644百万円 20年3月期  4,751百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期連結累計期間 18,945 ― △512 ― △499 ― △2,584 ― △10.95
通期 40,040 △8.0 458 ― 473 ― △1,611 ― △6.83

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、2ページ「「定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、2ページ「「定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 平成20年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
2. 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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に 
 係る業績予想の具体的修正内容は、2ページ【定性的情報・財務諸表】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
3 .当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
 針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  235,987,091株 20年3月期  235,987,091株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  61,285株 20年3月期  61,249株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  235,925,834株 20年3月期第1四半期  235,974,684株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日)における日本経済は、原油・原材料価格高騰

の影響から企業収益が減少し、景気回復が減速する中、個人消費も伸び悩み、当社グループにとって厳しい経営環境

が継続しました。

　当社グループの関連する自動車流通業界は、ガソリン価格高騰に伴う買い控えが鮮明で販売低迷が続き、一層厳し

い状況となりました。

　このような経済環境のもと当社は、効率的なマーケティング活動による広告宣伝費の抑制並びに地代家賃の交渉・

見直しによるコスト削減など着実な収益基盤の改善・強化を図り、買取事業の実績向上により、販売店舗の在庫車両

を良質車輌中心、かつ燃費や経済性を重視した品揃えとした戦略が可能となり、利益率向上に繋がりました。

　以上の結果、売上高は9,371百万円、営業損失563百万円、経常損失559百万円となりました。四半期純損失は特別損

失に減損損失366百万円、店舗閉鎖損失引当金繰入額2,075百万円等を計上した結果、3,106百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は7,622百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1,070百万円減少い

たしました。その主な要因は、売掛金の減少額578百万円、在庫縮小による商品の減少額943百万円によるものであり

ます。

　また、負債合計は5,947百万円となり、前連結会計年度末と比べ、2,006百万円増加いたしました。主な要因といた

しましては、店舗閉鎖損失引当金を2,075百万円計上したことによります。

　なお、純資産は1,674百万円となり、自己資本比率は21.6％となっております。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ782百万円増加し、残高は2,698

百万円となりました。

　　なお、当第１四半期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通りであります。

　　　(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は3,093百万円であったものの、店舗閉鎖損失引当金の増加2,075百万円、棚卸資産の減

　　少945百万円、売上債権の減少686百万円などのプラス要因があり、結果として903百万円のプラスとなりました。

　　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　　　有形固定資産の取得による支出が144百万円あったことが主な要因となり、結果として150百万円のマイナスとな

　　りました。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　　　新株予約権の発行に伴い、30百万円増加したことが主な要因となり、結果として30百万円の増加となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月15日付当社「平成20年

３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間（連結・個別）及び通期（連結・

個別）の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示の「特別損失の発生及び平成21年３月期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　法人税等の計上基準については、一部簡便的な方法を採用しております。

（３）四半期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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②引当金

　製品の無償保証期間の修理費用は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法に変更しております。この
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変更は、無償保証期間の修理費用を製品の販売時の収益と対応させることで期間損益計算の適正化を図るもので

あり、品質の向上を図る経営方針の下、無償保証期間内の修理費用の管理の重要性が増大してきたことから実施

いたしました。

　この変更により、当第１四半期連結会計期間の繰入額13百万円は売上原価に、７百万円は販売費及び一般管理

費に、過年度分相当額30百万円は特別損失に計上しております。この変更に伴い、従来と同一の基準によった場

合と比較して、営業損失及び経常損失は20百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は50百万円増加しておりま

す。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 2,698,633 1,915,713 
受取手形及び売掛金 482,472 1,060,688 
商品 2,288,607 3,236,525 
その他 343,205 375,836 

流動資産合計 5,812,919 6,588,764 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 1,517,088 1,587,473 
減価償却累計額 △1,161,650 △1,116,117 

建物及び構築物（純額） 355,438 471,356 

土地 232,200 232,200 
建設仮勘定 152,175 131,775 
その他 336,737 337,762 

減価償却累計額 △300,900 △296,019 

その他（純額） 35,836 41,743 

有形固定資産合計 775,649 877,074 

無形固定資産   
のれん － 194,406 
その他 8,416 5,214 

無形固定資産合計 8,416 199,621 

投資その他の資産   
投資有価証券 37,295 37,295 
破産更生債権等 6,815,369 6,815,369 
敷金及び保証金 773,602 772,395 
CMSによる寄託金 11,932,623 11,932,623 
その他 19,040 24,985 
貸倒引当金 △18,552,842 △18,555,992 

投資その他の資産合計 1,025,088 1,026,676 

固定資産合計 1,809,153 2,103,372 

資産合計 7,622,073 8,692,137 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 412,248 584,444 
未払金 465,772 650,869 
未払法人税等 28,327 76,812 
賞与引当金 272,300 181,000 
店舗閉鎖損失引当金 2,175,348 100,000 
訴訟損失引当金 1,936,615 1,871,615 
製品保証引当金 50,789 － 
その他 585,596 455,837 

流動負債合計 5,926,999 3,920,580 

固定負債   
長期預り保証金 20,362 20,362 

固定負債合計 20,362 20,362 

負債合計 5,947,361 3,940,942 

純資産の部   
株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805 
資本剰余金 7,555,702 7,555,702 
利益剰余金 △20,355,190 △17,248,567 
自己株式 △3,745 △3,744 

株主資本合計 1,644,572 4,751,195 

新株予約権 30,140 － 

純資産合計 1,674,712 4,751,195 

負債純資産合計 7,622,073 8,692,137 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,371,376 
売上原価 7,849,552 

売上総利益 1,521,824 

販売費及び一般管理費 2,085,371 

営業損失（△） △563,547 

営業外収益  
受取利息 9 
受取配当金 300 
雑収入 5,479 

営業外収益合計 5,788 

営業外費用  
雑損失 2,018 

営業外費用合計 2,018 

経常損失（△） △559,777 

特別利益  
貸倒引当金戻入額 3,150 

特別利益合計 3,150 

特別損失  
減損損失 366,582 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,075,348 
訴訟損失引当金繰入額 65,000 
過年度製品保証引当金繰入額 30,179 

特別損失合計 2,537,110 

税金等調整前四半期純損失（△） △3,093,737 

法人税等 12,884 

四半期純損失（△） △3,106,622 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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（△） △3,093,737 
減価償却費 50,764 
減損損失 366,582 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,150 
賞与引当金の増減額（△は減少） 91,300 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 2,075,348 
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 65,000 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 50,789 
受取利息及び受取配当金 △309 
売上債権の増減額（△は増加） 686,435 
たな卸資産の増減額（△は増加） 945,989 
仕入債務の増減額（△は減少） △173,122 
未払金の増減額（△は減少） △170,162 
未払消費税等の増減額（△は減少） 8,622 
その他 53,020 

小計 953,372 

利息及び配当金の受取額 309 
法人税等の支払額 △50,153 

営業活動によるキャッシュ・フロー 903,528 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △144,994 
無形固定資産の取得による支出 △3,563 
敷金及び保証金の差入による支出 △2,595 
敷金及び保証金の回収による収入 404 

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,747 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
自己株式の取得による支出 △0 
新株予約権の発行による収入 30,140 

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,139 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 782,919 

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,713 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,698,633 



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。　

 

　（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において3,196,970千円の大幅な当期純損失を計上し、当第１四半期連結会計

期間においても563,547千円の営業損失、559,777千円の経常損失、3,106,622千円の四半期純損失を計上しており

ます。また、現在当社グループでは複数の訴訟が発生しており、これらの裁判の推移によっては、多額の係争費

用が発生する可能性があります。当該状況を総合的に鑑みて、当社グループには継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。

　当第１四半期連結会計期間において当社グループは、営業キャッシュ・フローのプラスは実現したものの、販

売費及び一般管理費において、広告宣伝費、地代家賃の交渉・見直しによるコスト削減を実施してまいりました

が営業損失が発生するに至りました。当社は、各項目毎に利益率の改善等見直しを図り、店舗のスクラップ・ア

ンド・ビルドを積極的に実施し、徹底した経費の削減を実行するとともに、継続して営業キャッシュフローの確

保に努めてまいります。

　なお、平成21年３月期につきましては、担保不動産・当社保有不動産の売却、エクイティ・ファイナンスの実

施等により運転資金を確保してまいります。また、当社グループに対し提起されている訴訟に関しては、法廷の

場で適切に対応してまいります。当社グループでは上記施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消

されるものと考えております。

　このため、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記の重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　自動車関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　当第１四半期連結会計期間において、四半期純損失を3,106百万円計上したことにより株主資本の金額が、前連

　結会計年度末に比べ3,106百万円減少しております。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,182,922

Ⅱ　売上原価 8,436,624

売上総利益 1,746,297

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,556,613

営業損失 810,315

Ⅳ　営業外収益 24,930

Ⅴ　営業外費用 2,879

経常損失 788,264

Ⅵ　特別利益 48,021

Ⅶ　特別損失 25,773

税金等調整前四半期純損失 766,016

法人税、住民税及び事業税 12,449

四半期純損失 778,465

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前四半期純損失 △766,016

２　減価償却費 65,649

３　貸倒引当金の増加額 24,472

４　賞与引当金の増加額 81,519

５　閉鎖店舗引当金の減少額 △1,640

６　受取利息および受取配当金 △1,407

７　投資有価証券売却益 △46,016

８　有形固定資産売却益 △2,005

９　有形固定資産除売却損 779

10　無形固定資産除売却損 521

11　売上債権の減少額 239,195

12　たな卸資産の減少額 656,928

13　仕入債務の減少額 △68,421

14　未払消費税等の増加額 27,552

15　長期債権の減少額 2

16　持分法による投資損益 △16,639

17　未払金の減少額 △377,775

18　その他 △52,895

小計 △236,195

19　利息及び配当金の受取額 66,491

20　法人税等の支払額 △2,916

営業活動によるキャッシュ・フロー △172,620

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　預け入れ機関に拘束力のある普通預金 △8,853

２　投資有価証券の売却による収入 56,413

３　有形固定資産の取得による支出 △121,305

４　有形固定資産の売却による収入 2,280

５　無形固定資産の取得による支出 △44,707

６　長期前払費用の取得による支出 △1,107

７　差入敷金保証金増加による支出 △10,100

８　差入敷金保証金減少による収入 22,999

９　その他 1,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,271

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △30

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △275,922

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,441,516

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,165,593

－ 3 －
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