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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 23,064 ― 344 ― 305 ― △33 ―
20年3月期第1四半期 24,468 56.8 271 33.8 315 53.0 100 ―

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 △0.98 ―
20年3月期第1四半期 2.94 ―

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 65,833 10,675 12.2 235.90
20年3月期 67,699 10,762 12.0 239.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,001百万円 20年3月期  8,126百万円

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.00 ― 2.00 4.00

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  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

第2四半期連結累計期間 51,500 ― 1,000 ― 900 ― 100 ― 2.95
通期 110,000 1.9 3,300 △2.1 3,000 △1.9 1,100 △5.3 32.43

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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他 をご覧下さい。  

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他 をご覧下さい。  

(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．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。なお、業績予想に関する事項は3ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報 をご
覧下さい。 
２．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  34,293,693株 20年3月期  34,293,693株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  375,465株 20年3月期  375,465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  33,918,228株 20年3月期第1四半期  34,168,228株
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【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
①業績全般の概況
当第1四半期連結会計期間の業績は、連結売上高は230億64百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は3億44

百万円（前年同期比27.1％増）、経常利益は3億5百万円（前年同期比3.0％減）、四半期純損失は33百万円（前
年同期は1億円の四半期純利益）となりました。 
　当社グループの連結業績は、中核事業であります自動車販売関連事業においてガソリン価格の高騰等によ
る影響を受け、自動車販売台数が14,880台と、前年同期に比べ1,461台（8.9％）減少いたしましたが、その
他事業は概ね好調に推移いたしました。なお、投資有価証券評価損、貸倒引当金繰入額等による特別損失2億
28百万円及び少数株主利益41百万円が計上されたため、四半期純損失となりました。

②事業の種類別セグメントの業績概況
[自動車販売関連事業]
　新車部門では、ホンダ車の販売台数が1,033台（前年同期比2.8％減）、日産車の販売台数が4,388台（前
年同期比4.4％減）となり、当社グループの新車販売台数は5,581台（前年同期比4.3％減）と減少いたしま
した。 
　中古車部門では、輸出台数は1,840台（前年同期比2.2％増）と前年並みでありましたが、国内販売台数
が減少し、当社グループの中古車販売台数は9,299台（前年同期比11.5％減）となりました。 
　以上の結果、売上高は225億92百万円（前年同期比5.8％減）、営業利益は3億52百万円（前年同期比15.5
％減）となりました。 

[不動産賃貸事業]
　前連結会計年度に新規取得した物件の賃貸料収入が計上されたため、売上高は1億2百万円（前年同期比
33.9％増）、営業利益は55百万円（前年同期比32.1％増）となりました。 

[環境関連事業]
　当第１四半期連結会計期間は、主にイギリス、ブラジル、タイ、シンガポール、マカオ、フィリピン、
南アフリカ共和国等の地域において省電力装置の商談を推進し、国内外の製造販売体制構築に注力した結
果、販売台数が好調に推移いたしました。 
　以上の結果、売上高は1億75百万円（前年同期比127.5％増）、営業利益は27百万円（前年同期は62百万円
の営業損失）となりました。 

[その他の事業]
　住宅関連事業、投資関連事業の当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、「5.【四半期連結財務
諸表】（5）セグメント情報」に記載のとおりであります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（1）資産及び負債の状況
　当第1四半期連結会計期間末における総資産は658億33百万円となり、前連結会計年度末676億99百万円
と比較し18億65百万円減少いたしました。流動資産は166億68百万円となり、17億4百万円減少いたしま
した。これは主に売掛金の減少、たな卸資産の減少によるものであります。固定資産は491億61百万円と
なり、1億60百万円減少いたしました。これは主にのれんの減少、投資有価証券の減少によるものであり
ます。
　当第1四半期連結会計期間末における負債合計は551億58百万円となり、前連結会計年度末569億37百万
円と比較し17億78百万円減少いたしました。流動負債は405億19百万円となり、12億82百万円減少いたし
ました。これは主に短期借入金の増加、買掛金の減少、未払法人税等の減少によるものであります。固
定負債は146億39百万円となり、4億95百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるも
のであります。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前
連結会計年度末より1億72百万円減少し、21億25百万円となりました。当第1四半期連結会計期間末にお
ける各キャッシュ・フローの状況とそれら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25億89百万円となり、前年同期と比べ3億55百万円の減少となりまし
た。これは主に売上債権の減少額（15億42百万円）、仕入債務の減少額（50億96百万円）によるものであ
ります。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
　投資活動の結果使用した資金は3億64百万円となり、前年同期と比べ13億47百万円の減少となりまし
た。これは主に有形固定資産取得による支出（8億81百万円）有形固定資産売却による収入（5億9百万
円）によるものであります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
　財務活動の結果得られた資金は27億73百万円となり、前年同期と比べ11億56百万円の減少となりまし
た。これは主に短期借入金の増加額（35億22百万円）、長期借入金の返済による支出（5億87百万円）に
よるものであります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
　平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月15日付「決算短信」から変更はありません。

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
①たな卸資産の評価方法
当第1四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
②固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には前連結会計年度の決算において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によってお
りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、主として個別法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。 
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益1,886千円、税金等調整前四半
期純利益が32,783千円それぞれ減少しております。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

ａ）借手
　借手の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当第1四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企
業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準適用指針第16号)を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま
す。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（但し、残
価保証がある場合は当該金額）とする定額法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産にリース資産209,927千円、流動負債に
リース債務59,672千円、固定負債にリース債務161,280千円が計上されておりますが、損益に与える影
響は軽微であります。
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ｂ）貸手
　貸手の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当第1四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企
業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準適用指針第16号)を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま
す。
　また、収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によってお
ります。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、流動資産にリース投資資産24,134千円が計上されて
おりますが、損益に与える影響は軽微であります。

ｃ）転リース
　所有権移転外ファイナンス・リース取引の転リース取引については、従来、受取リース料を売上高
に、支払リース料を売上原価に計上する方法によっておりましたが、当第1四半期連結会計期間より
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を早期適用し、転リース
差益を売上高に計上する方法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引についても
適用後の会計処理によっております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、流動資産にリース投資資産1,238,355千円、流動負債
にリース債務1,249,332千円が計上されておりますが、損益に与える影響はありません。
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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 2,125,552 2,297,738

受取手形及び売掛金 3,673,543 5,478,768

有価証券 29,663 －

商品及び製品 6,223,055 6,679,512

仕掛品 329,817 268,348

原材料及び貯蔵品 85,493 86,368

その他 4,276,922 3,638,741

貸倒引当金 △75,244 △76,214

流動資産合計 16,668,804 18,373,264

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,643,599 17,591,554

減価償却累計額 △10,260,604 △10,152,527

建物及び構築物（純額） 7,382,995 7,439,026

機械装置及び運搬具 3,494,720 3,382,514

減価償却累計額 △1,586,108 △1,509,910

機械装置及び運搬具（純額） 1,908,612 1,872,603

土地 16,789,914 16,881,203

その他 1,599,031 1,347,048

減価償却累計額 △1,050,024 △1,018,792

その他（純額） 549,007 328,255

有形固定資産合計 26,630,529 26,521,089

無形固定資産

のれん 13,265,332 13,457,188

その他 682,780 682,055

無形固定資産合計 13,948,112 14,139,244

投資その他の資産

投資有価証券 5,414,614 5,574,333

その他 3,909,798 3,749,338

貸倒引当金 △741,545 △662,389

投資その他の資産合計 8,582,868 8,661,283

固定資産合計 49,161,509 49,321,617

繰延資産 3,302 4,402

資産合計 65,833,616 67,699,284
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（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 11,086,043 16,182,312

短期借入金 22,864,217 19,323,085

未払法人税等 58,307 872,302

賞与引当金 424,364 905,341

その他 6,086,273 4,519,140

流動負債合計 40,519,206 41,802,182

固定負債

長期借入金 10,145,020 10,750,620

退職給付引当金 1,797,675 1,805,445

役員退職慰労引当金 54,682 52,633

その他 2,641,730 2,526,242

固定負債合計 14,639,107 15,134,941

負債合計 55,158,314 56,937,123

純資産の部

株主資本

資本金 2,378,700 2,378,700

資本剰余金 976,278 976,278

利益剰余金 4,904,954 5,073,799

自己株式 △100,964 △100,964

株主資本合計 8,158,968 8,327,813

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △157,650 △201,197

評価・換算差額等合計 △157,650 △201,197

新株予約権 170 －

少数株主持分 2,673,814 2,635,544

純資産合計 10,675,302 10,762,160

負債純資産合計 65,833,616 67,699,284
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 23,064,685

売上原価 18,720,102

売上総利益 4,344,583

販売費及び一般管理費 3,999,819

営業利益 344,764

営業外収益

受取賃貸料 24,736

為替差益 43,237

その他 45,051

営業外収益合計 113,026

営業外費用

支払利息 125,333

その他 26,909

営業外費用合計 152,243

経常利益 305,546

特別利益

固定資産売却益 14,680

受取保険金 8,102

その他 6,811

特別利益合計 29,594

特別損失

投資有価証券評価損 69,470

貸倒引当金繰入額 83,500

その他 75,132

特別損失合計 228,102

税金等調整前四半期純利益 107,038

法人税、住民税及び事業税 54,307

法人税等調整額 44,623

法人税等合計 98,931

少数株主利益 41,278

四半期純損失（△） △33,171
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(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利益 107,038

減価償却費 380,163

のれん償却額 191,856

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,185

賞与引当金の増減額（△は減少） △480,977

支払利息 125,333

投資有価証券評価損益（△は益） 69,470

売上債権の増減額（△は増加） 1,542,718

たな卸資産の増減額（△は増加） 211,252

仕入債務の増減額（△は減少） △5,096,269

その他 1,273,481

小計 △1,597,747

利息及び配当金の受取額 58,582

利息の支払額 △73,937

法人税等の支払額 △976,745

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,589,846

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 △881,798

有形固定資産の売却による収入 509,459

投資有価証券の取得による支出 △169,799

投資有価証券の売却による収入 214,378

貸付けによる支出 △203,388

貸付金の回収による収入 253,230

その他 △86,940

投資活動によるキャッシュ・フロー △364,858

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） 3,522,817

長期借入金の返済による支出 △587,285

配当金の支払額 △135,672

その他 △25,891

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,773,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,186

現金及び現金同等物の期首残高 2,297,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,125,552
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注記事項

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３
月14日 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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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）

自動車販売

関連事業

(千円)

住宅関連

事業

(千円)

不動産賃貸

事業

(千円)

投資関連

事業

(千円)

環境関連

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
22,592,338 186,916 102,750 6,753 175,926 23,064,685 － 23,064,685

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

9,688 68,317 10,868 11,600 － 100,475 （100,475） －

計 22,602,026 255,233 113,619 18,353 175,926 23,165,160 （100,475） 23,064,685

営業利益

(△は営業損失)
352,854 △29,215 55,505 △9,475 27,993 397,663 （52,899） 344,764

(注)1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
2 各事業区分の主な事業内容

自動車販売関連事業……自動車の販売、修理及びレンタル等、自動車用品の販売等 
住宅関連事業……………住宅の販売及び建築請負等 
不動産賃貸事業…………不動産の賃貸 
投資関連事業……………有価証券投資、投資先企業のサポート業務及び経営コンサルティング業務等 
環境関連事業……………電力制御機器装置の設計、開発及び販売等 

【所在地別セグメント情報】 

　 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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
記載を省略しております。 

【海外売上高】 

　 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) 

　 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(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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「参考情報」 

 前四半期に係る財務諸表等 

 ①【四半期連結（要約）損益計算書】 

 
前第１四半期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

区分 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 24,468,602 100.0 

Ⅱ 売上原価 20,192,349 82.5 

   売上総利益 4,276,252 17.5 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

 

 １ 広告宣伝費 274,665  

 ２ 役員報酬及び給料 1,478,911  

 ３ 退職給付費用 60,139  

 ４ 役員退職慰労引当金繰入額 25,004  

 ５ 賞与引当金繰入額 221,505  

 ６ 減価償却費 197,591  

 ７ 賃借料 251,423  

 ８ のれん償却額 190,721  

 ９ その他 1,305,105 4,005,068 16.4 

   営業利益 271,184 1.1 

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息 1,887  

 ２ 受取配当金 8,247  

 ３ 持分法による投資利益 150,824  

 ４ 受取奨励金 25,816  

 ５ その他 67,837 254,613 1.1 

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 103,504  

 ２ リース原価 30,950  

 ３ 貸倒引当金繰入額 36,932  

 ４ その他 39,340 210,727 0.9 

   経常利益 315,070 1.3 

Ⅵ 特別利益  

 １ 投資有価証券売却益 893  

 ２ 持分変動益 20,010  

 ３ その他 950 21,854 0.1 

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 74,963  

 ２ 投資有価証券売却損 5,961  

 ３ 投資有価証券評価損 711  

 ４ その他 5,458 87,094 0.4 

   税金等調整前四半期純利益 249,829 1.0 

   法人税、住民税及び事業税 118,358  

   法人税等調整額 16,069 134,427 0.5 

   少数株主利益  15,112 0.1 

   四半期純利益  100,289 0.4 
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 ②【四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書】 

 
 前第１四半期 

 (自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

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利益 249,829 

 ２ 減価償却費 367,201 

 ３ のれん償却額 190,721 

 ４ 貸倒引当金の増加額 42,300 

 ５ 賞与引当金の減少額 △467,774 

 ６ 退職給付引当金の減少額 △52,274 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額 21,627 

 ８ 受取利息及び配当金 △10,134 

 ９ 支払利息 103,504 

 10 為替差益 △13,946 

 11 持分法投資利益 △150,824 

 12 投資有価証券評価損 711 

 13 投資有価証券売却益 △893 

 14 投資有価証券売却損 5,961 

 15 売上債権の減少額 832,445 

 16 たな卸資産の減少額 865,607 

 17 その他流動資産の減少額 139,071 

 18 仕入債務の減少額 △4,779,058 

 19 その他流動負債の増加額 726,761 

 20 その他 148,274 

    小計 △1,780,885 

 21 受取利息及び配当金の受取額 14,049 

 22 支払利息の支払額 △71,834 

 23 法人税等の支払額 △1,106,925 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △2,945,595 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有形固定資産の取得による支出 △910,849 

 ２ 有形固定資産の売却による収入 256,505 

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △5,755 

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △340,379 

 ５ 投資有価証券の売却による収入 68,596 

６ 子会社清算による支出 △115,266 

 ７ 貸付けによる支出 △18,079 

 ８ 貸付金の回収による収入 25,082 

 ９ 敷金・保証金の取得による支出 △326,435 

 10 敷金・保証金の払戻による収入 38,187 

 11 その他 △383,842 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △1,712,237 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入の純増額 4,460,378 

 ２ 長期借入金の返済による支出 △518,965 

 ３ 少数株主への配当金の支払額  △10,789 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 3,930,623 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,957 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △721,252 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,215,068 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,493,816 
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③ 【セグメント情報】 
  前第１四半期(自 平成 19年４月１日 至 平成 19年６月 30日) 

  (単位：千円) 

 
自動車販売 

関連事業 

住宅 

関連事業

不動産 

賃貸事業

投資 

関連事業

環境 

関連事業
計 消去又は全社 連結 

 売上高及び営業損益 

  売上高 
  

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
23,989,219 321,568 76,732 3,753 77,327 24,468,602 － 24,468,602

(2)セグメント間の内部 

売上高 又は振替高 30,309 99,092 9,567 12,600 － 151,569 （151,569） －

計 24,019,529 420,661 86,300 16,353 77,327 24,620,171 （151,569） 24,468,602

  営業費用 23,601,961 438,268 44,268 25,635 139,748 24,249,882 (52,463) 24,197,418

  営業利益 

    (△は営業損失) 
417,567 △17,607 42,031 △9,281 △62,420 370,289 （99,105） 271,184

      (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の主な事業内容 
自動車販売関連事業・・・自動車の販売、修理及びレンタル等、自動車用品の販売等 
住 宅 関 連 事 業・・・住宅の販売及び建築請負等 
不 動 産 賃 貸 事 業・・・不動産の賃貸 
投 資 関 連 事 業・・・有価証券投資、投資先企業のサポート業務及び経営コンサルティング業務等 
環 境 関 連 事 業・・・電力制御機器装置の設計、開発及び販売等 
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