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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,199 ― 84 ― 129 ― 4 ―
20年3月期第2四半期 12,682 145.8 166 △57.4 185 △53.2 22 △92.4

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2四半期 0.09 ―
20年3月期第2四半期 0.45 ―

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2四半期 11,992 8,156 68.0 163.09
20年3月期 12,025 8,309 69.1 166.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,156百万円 20年3月期  8,309百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 26,250 3.8 300 35.6 400 48.8 10 △85.8 0.20

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、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。  

(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．上記の予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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。  

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2四半期  50,020,000株 20年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,771株 20年3月期  8,283株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  50,011,400株 20年3月期第2四半期  50,012,829株







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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,219,585 2,391,591 
受取手形及び売掛金 816,776 854,742 
割賦売掛金 1,867,998 2,688,225 
営業貸付金 2,365,604 547,219 
商品 488,373 372,786 
製品 55,111 50,360 
原材料 26,950 25,915 
仕掛品 99,267 103,191 
販売用不動産 1,881,524 1,749,131 
繰延税金資産 219,296 252,297 
その他 230,487 199,319 
貸倒引当金 △19,236 △8,816 

流動資産合計 9,251,740 9,225,966 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 1,190,055 1,180,881 
減価償却累計額 △603,364 △583,066 

建物及び構築物（純額） 586,691 597,815 
機械装置及び運搬具 893,124 892,864 
減価償却累計額 △851,053 △844,295 

機械装置及び運搬具（純額） 42,070 48,568 
土地 797,376 794,200 
その他 133,720 124,355 
減価償却累計額 △83,991 △74,115 

その他（純額） 49,729 50,240 

有形固定資産合計 1,475,868 1,490,825 
無形固定資産   
のれん 548,113 587,132 
その他 18,461 20,792 
無形固定資産合計 566,575 607,924 

投資その他の資産   
投資有価証券 169,734 181,167 
繰延税金資産 274,602 269,485 
その他 254,148 249,632 
投資その他の資産合計 698,485 700,284 

固定資産合計 2,740,928 2,799,034 

資産合計 11,992,669 12,025,000 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 304,380 376,644 
短期借入金 2,920,000 2,700,000 
未払法人税等 36,232 24,917 
賞与引当金 72,931 81,277 
割賦利益繰延 97,672 134,226 
その他 117,273 86,270 
流動負債合計 3,548,490 3,403,337 

固定負債   
社債 115,000 127,500 
退職給付引当金 148,303 162,253 
役員退職慰労引当金 11,059 8,901 
その他 13,500 13,500 
固定負債合計 287,863 312,154 

負債合計 3,836,353 3,715,492 

純資産の部   
株主資本   
資本金 6,064,688 6,064,688 
利益剰余金 2,087,253 2,232,960 
自己株式 △1,131 △1,088 

株主資本合計 8,150,810 8,296,560 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 5,505 12,947 
評価・換算差額等合計 5,505 12,947 

純資産合計 8,156,315 8,309,508 

負債純資産合計 11,992,669 12,025,000 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,199,952 
売上原価 12,350,434 
売上総利益 849,518 
販売費及び一般管理費 764,972 
営業利益 84,545 
営業外収益  
受取利息 1,597 
受取配当金 2,541 
受取賃貸料 25,191 
業務受託手数料 15,778 
その他 2,948 
営業外収益合計 48,057 

営業外費用  
支払利息 771 
その他 2,419 
営業外費用合計 3,191 

経常利益 129,412 
特別損失  
販売用不動産評価損 53,850 
賃貸借契約解約損 2,000 
特別損失合計 55,850 

税金等調整前四半期純利益 73,562 
法人税、住民税及び事業税 36,232 
法人税等調整額 33,001 
法人税等合計 69,233 

四半期純利益 4,328 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 73,562 
減価償却費 41,780 
のれん償却額 39,018 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,420 
賞与引当金の増減額（△は減少） △8,346 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,950 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,158 
受取利息及び受取配当金 △4,138 
支払利息 771 
販売用不動産評価損 53,850 
賃貸借契約解約損 2,000 
売上債権の増減額（△は増加） 804,548 
たな卸資産の増減額（△は増加） △299,628 
営業貸付金の増減額（△は増加） △1,818,385 
仕入債務の増減額（△は減少） △72,264 
割賦利益繰延の増減額（△は減少） △36,553 
未払消費税等の増減額（△は減少） 9,205 
その他 43,277 

小計 △1,172,674 

利息及び配当金の受取額 4,138 
利息の支払額 △839 
法人税等の支払額 △24,917 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,194,293 

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 △22,926 
投資有価証券の取得による支出 △1,126 
差入保証金の回収による収入 10,307 
差入保証金の差入による支出 △19,854 
その他 △1,535 

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,135 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 620,000 
短期借入金の返済による支出 △400,000 
社債の償還による支出 △12,500 
自己株式の取得による支出 △43 
配当金の支払額 △150,035 

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,421 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,172,006 

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,591 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,585 

2008/10/242008/10/24 19:10:11

- 4 -














	㈱オートリ（3411）平成21年度３月期　第２四半期決算短信: ㈱オートリ（3411）平成21年度３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


