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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 487 ― △19 ― △111 ― △122 ―
20年3月期第1四半期 410 △76.5 △8 ― △30 ― △128 ―

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 △0.72 ―
20年3月期第1四半期 △2.38 ―

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 6,155 2,858 46.4 16.34
20年3月期 6,404 2,836 44.2 16.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,854百万円 20年3月期  2,832百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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 930 ― 13 ― 30 ― 29 ― 0.16
通期 2,090 12.7 56 ― 107 ― 106 ― 0.61

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】 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】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。 
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。  

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  174,721,725株 20年3月期  167,723,347株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  45,793株 20年3月期  45,793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  170,010,347株 20年3月期第1四半期  54,701,465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

　当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油および原材料価格高騰による物価上昇や景気停滞の懸念

が拡大し、それにより個人消費も低迷する中、全体的な経済動向としても回復の兆しが見えない状況となりました。

　このような状況のなか、自動車販売事業並びに不動産利用事業といった既存事業において経営の効率化や合理化

を図ってまいりましたことから当社グループの売上高は487百万円（前年同期比118.6％）と増収となりました。

　収益面では、利益構造の抜本改革に取り組んでまいりましたものの、株式取扱手数料の増額等により営業損失19

百万円（前年同期営業損失８百万円）となりました。また、株式市場の低迷により営業外費用に有価証券売却損96

百万円を計上いたしましたこと等から、経常損失111百万円（前年同期経常損失30百万円）となり、当期純損失122 

百万円（前年同期純損失128百万円）となりました。

［セグメントの概況］

（不動産利用事業）

　ショッピングセンターの保守に伴う設備投資を実施する一方で事業収益の拡大と安定成長の推進を行いました結

果、売上高は83百万円（前年同期比100.5％）、営業利益は53百万円（前年同期営業利益55百万円）となりました。

（自動車販売事業）

　他ディーラーとの競合が一段と厳しさを増す中、お客様の多様なニーズに的確に応えながら、新車販売店として

の販売体質の強化に取り組みました結果、売上高は403百万円（前年同期比123.2％）と増収となりました。また、

収益改善のための構造改革を推進いたしました結果、営業損失は１百万円（前年同期営業損失９百万円）と前年同

期に比べ改善いたしました。

（鋳・鍛造品製造事業）

　前連結会計年度よりフジキャスティング株式会社を連結子会社といたしましたが、当第１四半期において売上が

ありませんでしたことから、営業損失は１百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

　①　資産の部

　当第１四半期末の総資産は6,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ248百万円減少いたしました。流動資

産は1,818百万円となり、205百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が178百万円減少したことによる

ものであります。固定資産は4,337百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少いたしました。これは主

に減価償却の実施並びに貸倒引当金の計上によるものであります。

　②　負債の部

　当第１四半期末の負債合計は、3,297百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円減少いたしました。流

動負債は1,271百万円となり、208百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が106百万円、借入金

が110百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は2,026百万円となり、62百万円減少いたし

ました。これは主に社債が20百万円、長期借入金が26百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　③　純資産の部

　当第１四半期末の純資産は2,858百万円となり、21百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が118百万

円減少したものの、株主割当増資に伴い資本金並びに資本剰余金がそれぞれ69百万円増加したことによるもので

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、前連結会計年度末と比べ180百万円減

少し、192百万円となりました。

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とおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によって使用した資金は73百万円となりました。これは主に売上債権並びにたな卸資産の減少による

収入67百万円があったものの、税金等調整前当期純損失122百万円の計上や仕入債務の減少による支出106百万円

があったこと等によるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によって使用した資金は57百万円となりました。これは主に有価証券52百万円の取得による支出があっ

たこと等によるものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー
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　財務活動の結果使用した資金は49百万円となりました。これは主に株式の発行による収入115百万円があったも

のの、借入金等の返済による支出157百万円があったこと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

　連結業績予想につきましては、当第２四半期以降においても、当第１四半期の経済情勢と同じく国内景気につい

ては企業収益、個人消費等の弱含みなど足踏み状況が続き、海外状況におきましても、サブプライムローンを発端

にした米国経済の動向、原油価格高騰等、景気に与える懸念材料が多く、景気の先行きは厳しく推移するものと予

想されます。当社グループといたしましては、引き続き地域に密着した店舗運営並びに可能な限りの合理化策を実

施することにより、収益性の改善を図り事業の効率性を高めていく所存であり、現時点では、平成20年５月８日発

表の「平成20年３月期決算短信」で発表いたしました平成21年３月期の業績予想（第２四半期累計・通期）の修正

はありません。

　今後、国内外での更なる景気後退、原油価格等の高騰等、これまで以上に事業環境が大きく変化し、今後の業績

予想数値に修正が生じる場合は速やかにお知らせいたします。

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．簡便な会計処理

①　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の一般債権の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

③　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。　

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　当第１四半期連結会計期間において、四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理はありま

せん。

（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　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、最終仕入原価法による低価法若しくは個別法による原

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

準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる損益へ与える影響はありません。

③　役員退職慰労金は、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、改正

後の「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号）の留意事項を満たすこと

となったため、役員退職慰労金規程に基づく事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変

更しております。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ７百万円減少しております。
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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 202,427 380,756

受取手形及び売掛金 44,061 70,310

有価証券 476,012 505,637

商品 38,469 83,774

貯蔵品 591 153

前払費用 45,504 13,302

短期貸付金 958,000 935,000

繰延税金資産 13,367 12,469

その他 41,029 23,184

貸倒引当金 △676 △676

流動資産合計 1,818,787 2,023,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,036,236 3,036,236

減価償却累計額 △2,062,842 △2,046,033

建物及び構築物（純額） 973,393 990,202

機械装置及び運搬具 77,539 81,463

減価償却累計額 △27,771 △28,774

機械装置及び運搬具（純額） 49,767 52,688

工具、器具及び備品 18,681 18,248

減価償却累計額 △16,333 △16,195

工具、器具及び備品（純額） 2,348 2,052

土地 2,947,603 2,947,603

有形固定資産合計 3,973,112 3,992,547

無形固定資産   

その他 2,086 2,127

無形固定資産合計 2,086 2,127

投資その他の資産   

投資有価証券 101,600 101,600

関係会社株式 84,132 85,638

長期貸付金 1,006,954 1,006,954

その他 130,492 142,084

貸倒引当金 △961,188 △949,908

投資その他の資産合計 361,991 386,368

固定資産合計 4,337,190 4,381,043

資産合計 6,155,977 6,404,955
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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 84,376 191,029

短期借入金 518,000 613,000

1年内返済予定の長期借入金 113,434 129,196

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返還予定の預り保証金 43,679 43,679

未払費用 9,822 9,479

未払金 264,541 205,981

信用取引未払金 93,655 115,163

未払法人税等 5,286 17,222

未払消費税等 6,125 5,284

賞与引当金 783 9,036

前受金 47,444 36,543

その他 4,033 24,108

流動負債合計 1,271,181 1,479,723

固定負債   

社債 160,000 180,000

長期借入金 88,120 115,030

長期未払金 85,104 92,953

繰延税金負債 10,400 10,400

退職給付引当金 43,253 47,113

長期預り保証金 665,367 676,287

再評価に係る繰延税金負債 966,690 966,690

その他 7,261 －

固定負債合計 2,026,197 2,088,476

負債合計 3,297,379 3,568,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,199,421 5,129,438

資本剰余金 4,727,640 4,657,656

利益剰余金 △8,438,030 △8,319,362

自己株式 △26,055 △26,055

株主資本合計 1,462,975 1,441,676

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 1,391,091 1,391,091

評価・換算差額等合計 1,391,091 1,391,091

少数株主持分 4,532 3,988

純資産合計 2,858,598 2,836,755

負債純資産合計 6,155,977 6,404,955
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（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 487,430

売上原価 363,981

売上総利益 123,449

販売費及び一般管理費 143,447

営業利益 △19,998

営業外収益  

受取利息 7,669

受取配当金 40

有価証券評価益 34,531

その他 1,114

営業外収益合計 43,355

営業外費用  

支払利息 7,901

有価証券売却損 96,957

持分法による投資損失 5,867

株式交付費 24,330

営業外費用合計 135,056

経常利益 △111,699

特別利益  

その他 6

特別利益合計 6

特別損失  

貸倒引当金繰入額 11,279

特別損失合計 11,279

税金等調整前四半期純利益 △122,972

法人税、住民税及び事業税 412

法人税等調整額 △898

法人税等合計 △486

少数株主利益 △467

四半期純利益 △122,018
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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 △122,972

減価償却費 23,632

持分法による投資損益（△は益） 5,867

退職給付引当金の増減額（△は減少） 199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,279

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,253

受取利息及び受取配当金 △7,669

支払利息 7,901

株式交付費 24,330

有価証券売却損益（△は益） 96,957

有価証券評価損益（△は益） △34,531

売上債権の増減額（△は増加） 26,248

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,144

仕入債務の増減額（△は減少） △106,652

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,981

その他の資産・負債の増減額 △57,505

小計 △74,780

利息及び配当金の受取額 4,474

利息の支払額 2,543

法人税等の支払額 △1,653

その他の支出 △4,060

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,476

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 △2,100

有形固定資産の取得による支出 △432

有価証券の純増減額(△は増加) △52,884

貸付けによる支出 △23,000

貸付金の回収による収入 9,000

その他 11,591

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,825

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △108,260

長期借入金の返済による支出 △29,412

社債の償還による支出 △20,000

割賦債務の返済による支出 △7,092

株式の発行による収入 115,636

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,429

現金及び現金同等物の期首残高 373,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 192,627
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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

（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）

不動産利用
事　　　業
（千円）

自動車販売
事　　　業　
（千円）

鋳・鍛造品製造
　

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

83,557 403,873 － 487,430 － 487,430

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,307 － － 5,307 (5,307) －

計 88,864 403,873 － 492,737 (5,307) 487,430

営業利益又は営業損失(△) 53,773 △1,654 △1,626 50,492 △70,490 △19,998

　（注）１．事業区分の方法

事業は、売上集計区分によっております。

２．各事業部の主要な製品

(1）不動産利用事業　　　　　　土地、建物、駐車場の賃貸

(2）自動車販売事業　　　　　　ホンダ車の販売及び整備、保険販売

(3）鋳・鍛造品製造事業　　　　鋳造品・鍛造品の開発、製造（加工・組立を含む）及び販売

（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

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

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 410,903

Ⅱ　売上原価 293,441

売上総利益 117,461

Ⅲ　販売費及び一般管理費 125,777

営業損失 8,315

Ⅳ　営業外収益 1,450

Ⅴ　営業外費用 23,877

経常損失 30,742

Ⅵ　特別利益 4,585

Ⅶ　特別損失 101,726

税金等調整前四半期純損失 127,883

税金費用 237

四半期純損失 128,121

（２）セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：千円）

不動産利用
事　　　業

自動車販売
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 83,164 327,738 410,903 － 410,903

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,250 － 5,250 (5,250) －

計 88,414 327,738 416,153 (5,250) 410,903

営業費用 32,749 337,417 370,166 49,052 419,219

営業利益又は営業損失（△） 55,665 △9,678 45,986 (54,302) △8,315
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