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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 5,184 ― 312 ― 279 ― △74 ―

20年3月期第2四半期 5,595 11.4 384 51.2 350 58.4 205 66.9

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 △11.94 ―

20年3月期第2四半期 32.98 ―

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 9,899 2,742 27.7 440.83
20年3月期 10,456 2,856 27.3 459.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,742百万円 20年3月期  2,856百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  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

通期 10,500 △5.8 550 △15.1 500 7.8 50 △44.6 28.93

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．その他をご参照ください。  

(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．その他をご参照ください。  

(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、その他の特記事項 
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。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は、２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。  

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  6,529,114株 20年3月期  6,529,114株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  308,794株 20年3月期  307,554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  6,221,281株 20年3月期第2四半期  6,222,440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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に起因する金融市場の混乱

や原油・原材料の高騰、また株式・為替市場の変動等の影響により企業収益も低迷するなど、景気の先行きに対

する不透明感が高まり、個人消費も伸び悩んだことから、景気は減速傾向を強めて推移いたしました。

　当自動車業界におきましては、ガソリン価格の高騰や景気後退等により需要が大きく縮小し、新車販売台数が

減少する等大変厳しい状況でありました。　

　このような状況において、当社グループは積極的な販売活動を推進し、既存客の掘り起こしに注力いたしまし

た結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は51億84百万円、営業利益3億12百万円、経常利益2億79百万円とな

りました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は98億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億56百万円

減少しました。主な要因は販売用不動産評価損を計上したことにより販売用不動産が減少したためです。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は71億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億41百万円

減少しました。これは主に社債の償還により1年内償還予定の社債が減少したことによるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は27億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億14百万

円減少しました。これは主に四半期純損失74百万円を計上したことにより利益剰余金が減少したためです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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

たな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可能価額を見積も

り、簿価切下げを行う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　たな卸資産については従来、主として原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、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り下げの方法）により算定しております。これにより、税金等調整前四

半期純利益は2億36百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響はありません。

（追加情報）　

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、有形固定資産のうち機械装置の耐用年数

を変更しております。この変更による影響は軽微であります。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 618,835 876,694

売掛金 237,648 301,168

商品 1,572,272 1,468,373

部品・用品 120,310 66,469

販売用不動産 1,814,870 2,051,424

繰延税金資産 23,561 27,401

その他 144,125 207,238

貸倒引当金 △260 △350

流動資産合計 4,531,363 4,998,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,538,495 1,574,835

機械装置及び運搬具（純額） 99,431 100,937

土地 2,669,569 2,671,259

賃貸不動産（純額） 576,050 584,877

建設仮勘定 8,272 39,731

その他（純額） 92,527 115,980

有形固定資産合計 4,984,347 5,087,621

無形固定資産 61,667 30,755

投資その他の資産   

投資有価証券 90,570 105,864

長期貸付金 76,226 78,329

差入保証金 93,836 96,536

その他 61,592 58,674

投資その他の資産合計 322,225 339,404

固定資産合計 5,368,240 5,457,781

資産合計 9,899,604 10,456,203



（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   

買掛金 336,833 547,967

1年内償還予定の社債 500,000 1,000,000

短期借入金 2,911,876 2,961,076

未払法人税等 115,932 136,748

賞与引当金 26,590 32,310

役員賞与引当金 1,000 2,000

その他 426,312 566,458

流動負債合計 4,318,544 5,246,560

固定負債   

長期借入金 2,768,515 2,252,907

繰延税金負債 5,332 10,161

その他 65,137 89,729

固定負債合計 2,838,985 2,352,797

負債合計 7,157,529 7,599,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,387,297 1,387,297

資本剰余金 815,014 815,014

利益剰余金 606,210 711,628

自己株式 △77,250 △76,997

株主資本合計 2,731,271 2,836,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,803 19,903

評価・換算差額等合計 10,803 19,903

純資産合計 2,742,075 2,856,845

負債純資産合計 9,899,604 10,456,203



（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 5,184,141

売上原価 4,209,586

売上総利益 974,554

販売費及び一般管理費 661,963

営業利益 312,591

営業外収益  

受取利息 2,415

受取配当金 494

受取保険金 5,500

その他 2,459

営業外収益合計 10,868

営業外費用  

支払利息 42,151

その他 1,974

営業外費用合計 44,126

経常利益 279,333

特別損失  

販売用不動産評価損 236,554

減損損失 1,689

特別損失合計 238,243

税金等調整前四半期純利益 41,090

法人税、住民税及び事業税 110,195

法人税等調整額 5,205

法人税等合計 115,400

四半期純損失（△） △74,309



（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 41,090

減価償却費 93,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,720

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000

販売用不動産評価損 236,554

減損損失 1,689

売上債権の増減額（△は増加） 63,520

受取利息及び受取配当金 △2,909

支払利息 42,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △152,752

仕入債務の増減額（△は減少） △211,133

その他 △97,900

小計 6,553

利息及び配当金の受取額 2,909

利息の支払額 △41,668

法人税等の還付額 6,652

法人税等の支払額 △130,904

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,457

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 △181,074

定期預金の払戻による収入 174,676

有形固定資産の取得による支出 △23,429

無形固定資産の取得による支出 △4,856

その他 2,059

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,623

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） △10,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △423,592

社債の償還による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △252

リース債務の返済による支出 △10,272

配当金の支払額 △31,058

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,256

現金及び現金同等物の期首残高 686,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 421,761



　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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

車両販売関連
事業（千円）

不動産事業
（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 5,134,927 49,213 5,184,141 －　 5,184,141

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－　 －　 －　 －　 －　

計 5,134,927 49,213 5,184,141 －　 5,184,141

営業利益 274,639 37,952 312,591 －　 312,591

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する事業内容

事業区分 事業内容

車両販売関連事業

新車（輸入車含む）・中古車の販売、自動車の部品・用品の販売、自

動車の修理加工、自動車のレンタル業、自動車のリース業、損害保

険・生命保険の代理業務

不動産事業 不動産の売買・賃貸

　　　　３．追加情報

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、有形固定資産のうち機械装置の耐用年数

を変更しております。この変更による影響は軽微であります。 

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外子会社がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高がないため、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

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,595,066 100.0

Ⅱ　売上原価  4,532,318 81.0

売上総利益  1,062,748 19.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  677,872 12.1

営業利益  384,875 6.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,988   

２．受取配当金 494   

３．その他 3,651 6,134 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 38,444   

２．その他 2,255 40,699 0.7

経常利益  350,309 6.3

税金等調整前中間純利益  350,309 6.3

法人税、住民税及び事業税 146,660   

法人税等調整額 △1,590 145,069 2.6

中間純利益  205,240 3.7
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