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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 2,832 ― △47 ― △39 ― △25 ―
20年3月期第1四半期 2,545 △10.7 △114 ― △108 ― △65 ―

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 △4.27 ―
20年3月期第1四半期 △10.86 ―

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 6,122 4,463 72.9 736.52
20年3月期 6,558 4,521 68.9 745.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,463百万円 20年3月期  4,521百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

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 6,000 ― 20 ― 30 ― 10 ― 1.65
通期 13,000 1.2 160 2.1 180 4.2 90 △18.2 14.85

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、４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．上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により異なる結果となる可能性 
  があります。 
  なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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。  

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 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  6,100,000株 20年3月期  6,100,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  39,795株 20年3月期  39,000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  6,060,537株 20年3月期第1四半期  6,061,000株

－1－
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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わが国経済は、企業活動におきまして輸出及び生産が伸び悩む一方、

食料及び石油関連製品など生活必需品の物価上昇の影響により個人消費の伸びも低水準にとどまり、景気回

復の減速感が鮮明になってまいりました。

自動車販売業界におきましても、販売台数が低水準であった前年同四半期実績をさらに下回るなど、非常

に厳しい状況にあります。

このような環境の中、当社グループにおきましては、スバル新車販売台数合計は前年同四半期に比べ微増

にとどまったものの、軽自動車販売の割合が減少し、その分販売単価の大きい登録車が増加したことに加え、

輸入車販売部門のポルシェ車販売が販売台数を伸ばしたことなどにより、売上高は28億３千２百万円（前年

同四半期比11.3％増）となりました。売上高が増加したことにより、経常損失は３千９百万円（前年同四半

期は１億８百万円の損失）と前年同四半期に比べ改善されました。四半期純損失は２千５百万円（前年同四

半期は６千５百万円の損失）となりました。

スバル新車販売部門

スバル新車販売台数は766台（前年同四半期比0.8％増）となりましたが、登録車販売台数が伸びて平均

販売単価が上がったため、売上高は13億１百万円（同12.3％増）と増加いたしました。

なお、６月中旬に発売されました多人数乗り車「エクシーガ」は販売期間が短かったため、当第１四半

期業績への影響は軽微でありますが、今後販売台数の底上げに寄与することが見込まれます。

中古車販売部門

中古車販売台数は591台（同17.0％増）と大幅に増加いたしましたが、小売台数が前年同四半期に比べ減

少し、売上高は３億４百万円（同5.1％増）にとどまりました。

輸入車販売部門

ボルボ車販売につきましては厳しい状況が続いておりますが、ポルシェ車は新車の入荷が比較的順調に

進んだことにより販売台数を伸ばすことができました。

その結果、売上高は４億６千１百万円（同37.9％増）と大幅に増加いたしました。

特機販売部門

塵芥収集車（商品名：フジマイティ）の販売台数は６台（同20.0％増）、売上高は２千８百万円（同53.0

％増）となりました。

部品外販部門

板金塗装修理入庫の減少傾向が続いていることなどにより、売上高は９千４百万円（同12.7％減）と減

少いたしました。

整備部門

新車販売の落ち込みが続き、車検・定期点検の該当台数が徐々に減る傾向にありますが、販売・サービ

スの連携による入庫促進活動により、車検・12ヶ月点検とも好調であった前年同四半期の数字に近い入庫

台数となりました。また、新車販売時にお勧めしている「点検パック」（新車納入後一定期間の定期点検を

パッケージ化した商品）の加入台数増に伴い、従来入庫率の低かった６ヶ月点検の入庫は大幅に増加して

おります。

以上の結果、売上高は５億２千８百万円（同1.2％増）となりました。
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その他営業収益

主たる内訳は、販売に伴い収受する手数料、保険取扱手数料ならびに新車販売に対する販売奨励金であ

りますが、前年同四半期とほぼ同じ１億１千３百万円（同0.8％増）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の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億３千５百万円減少し、61億２千

２百万円となりました。これは、繁忙期の３月に比べて受取手形及び売掛金が２億４百万円減少したこと、

並びに売掛債権の回収を上回る買掛金、法人税等及び配当金の支払いにより現金及び預金が２億４百万円

減少したことが主な要因であります。一方、負債合計も上記債務の支払いにより16億５千９百万円と前連

結会計年度末に比べ３億７千８百万円の減少、純資産合計も44億６千３百万円と前連結会計年度末に比べ

５千７百万円の減少となりました。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の68.9％から72.9％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月14日付「平

成20年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予想数値に変更ありません。

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法

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 棚卸資産の評価方法

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 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。

④ 経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。

⑤ 税金費用の計算

当連結会計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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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(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 「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。

これによる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 393,644 598,120

受取手形及び売掛金 434,996 639,229

商品 737,684 650,080

仕掛品 14,054 15,999

貯蔵品 6,425 6,271

その他 165,340 280,924

貸倒引当金 △154 △156

流動資産合計 1,751,991 2,190,469

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 927,031 943,221

土地 2,679,941 2,679,941

その他（純額） 373,058 354,499

有形固定資産合計 3,980,030 3,977,661

無形固定資産 38,031 41,127

投資その他の資産 352,848 349,510

固定資産合計 4,370,909 4,368,298

資産合計 6,122,900 6,558,768

負債の部

流動負債

買掛金 745,339 1,068,711

未払法人税等 7,607 95,987

賞与引当金 264,530 173,815

その他 258,967 329,564

流動負債合計 1,276,444 1,668,078

固定負債

退職給付引当金 345,520 326,802

役員退職慰労引当金 24,650 30,875

その他 12,771 11,961

固定負債合計 382,941 369,639

負債合計 1,659,386 2,037,718

純資産の部

株主資本

資本金 961,000 961,000

資本剰余金 827,360 827,360

利益剰余金 2,651,080 2,713,349

自己株式 △16,593 △16,355

株主資本合計 4,422,847 4,485,354

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,666 35,695

評価・換算差額等合計 40,666 35,695

純資産合計 4,463,514 4,521,050

負債純資産合計 6,122,900 6,558,768
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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 2,832,183

売上原価 2,232,056

売上総利益 600,127

販売費及び一般管理費合計 647,796

営業損失（△） △47,668

営業外収益

受取利息 198

受取配当金 5,315

その他 3,741

営業外収益合計 9,255

営業外費用

支払利息 156

支払手数料 154

売上割引 216

その他 180

営業外費用合計 707

経常損失（△） △39,121

特別利益

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 22

特別損失

固定資産除却損 157

特別損失合計 157

税金等調整前四半期純損失（△） △39,256

法人税等 △13,353

四半期純損失（△） △25,902

― 6 ―

決算短信 2008年08月13日 11時38分 02513xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



静岡スバル自動車㈱(7473)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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（△） △39,256

減価償却費 57,105

有形固定資産除却損 157

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,715

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,225

受取利息及び受取配当金 △5,513

支払利息 156

売上債権の増減額（△は増加） 204,233

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,375

その他の資産の増減額（△は増加） 131,170

仕入債務の増減額（△は減少） △350,523

その他の負債の増減額（△は減少） △77,421

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,667

小計 2,606

利息及び配当金の受取額 5,513

利息の支払額 △156

法人税等の支払額 △87,062

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △90,312

その他の支出 △275

その他の収入 1,816

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,771

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 △238

配当金の支払額 △36,366

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204,476

現金及び現金同等物の期首残高 598,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,644
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静岡スバル自動車㈱(7473)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

該当事項はありません。

(5) 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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静岡スバル自動車㈱(7473)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,545,156

Ⅱ 売上原価 2,005,020

　 売上総利益 540,135

Ⅲ 販売費及び一般管理費 654,196

　 営業損失(△) △ 114,060

Ⅳ 営業外収益 6,349

　1. 受取利息 72

　2. 受取配当金 2,376

　3. 受取手数料 1,875

　4. 重量税等還付金 1,099

　5. その他 924

Ⅴ 営業外費用 958

　1. 支払利息 577

　2. 売上割引 249

　3. その他 131

　 経常損失(△) △ 108,670

Ⅵ 特別利益 16

　1. 貸倒引当金戻入益 16

Ⅶ 特別損失 65

　1. 固定資産除却損 65

　 税金等調整前四半期純損失(△) △ 108,719

　 税金費用 △ 42,844

　 四半期純損失(△) △ 65,875
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