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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 24,595 ― △508 ― △422 ― △3,032 ―

20年3月期第3四半期 30,931 19.2 △1,399 ― △1,357 ― △429 ―

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3四半期 △12.85 ―

20年3月期第3四半期 △1.82 ―

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3四半期 6,304 1,749 27.3 7.29
20年3月期 8,692 4,751 54.7 20.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,718百万円 20年3月期  4,751百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― 0.00 ――― ―――

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 40,040 8.0 458 ― 478 ― △1,611 ― △6.83

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） 

※業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月29日に公表いたしました通期の業績予想は本資料において修正しておりません。 
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3四半期  235,987,091株 20年3月期  235,987,091株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  61,325株 20年3月期  61,249株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  235,925,803株 20年3月期第3四半期  235,951,661株
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  当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日)における日本経済は、第１四半期（平成20年４月1日

から平成20年６月30日）から継続する資源価格高騰や円高等の要因による企業収益の圧迫等の個人所得面への影響に加

え、世界的な金融不安により消費者マインドが低下するなど厳しい状況となりました。それらの結果、第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日）において、売上高は、24,595百万円（前年同期比6,335百万円減）となりました。 

   当社は、世界的な自動車の買い控えによる販売低迷が続く中においても、需要期である第４四半期に向けて、良質の車輌

を当第３四半期に十分に確保すると同時に、店舗統廃合による地代家賃の削減や広告宣伝の効率化を図る等、コスト削減を

行ってまいりました。しかしながら、売上高の減少からくる減益要因を挽回するまでには至らず、当第３四半期連結累計期間の

営業損失は508百万円となりました。 

   また、第１四半期から進めて参りました事業構造改革の一環として実施した店舗統廃合計画により発生した減損損失366百

万円及び店舗閉鎖損失費用2,094百万円を特別損失に計上した影響等により、四半期純損失は3,032百万円となりました 

   

  当第3四半期末における総資産は6,304百万となり、前連結会計年度末と比べ、2,387百万円減少いたしました。その主な

 要因は、売掛金の減少額829百万円、在庫圧縮による商品の減少額1,516百万円によるものであります。 

     また、負債合計は4,555百万円となり、前連結会計年度末と比べ、614百万円増加いたしました。主な要因といたしましては

    店舗閉鎖損失引当金の増加が1,513百万円、訴訟損失引当金の増加が108百万円あったことによります。 

     なお、純資産は1,749百万円となり、自己資本比率は27.3％となっております。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ520百万円減少し1,395百万円

 となりました。 

   なお、当第３四半期連結累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通りであります。

  （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は2,993百万円であったものの、店舗閉鎖損失引当金の増加1,513百万円、棚卸資産の

 減少1,516百万円などのプラス要因があり、結果として662百万円のプラスとなりました。  

 （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が250百万円あった他、貸付による支出2,000百万円、貸付金の回収による収入

 1,000百万円などが主な要因となり、結果として1,213百万円のマイナスとなりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  新株予約権の発行による収入が30百万円あったことが主な要因となり、結果として30百万円のプラスとなりまし

 た。 

   

 当第３四半期においては業績予想の修正をしておりません。 

   

 該当事項はありません。   

   

 法人税等の計上基準については、一部簡便的な方法を採用しております。 

  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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引当金 

 製品の無償保証期間の修理費用は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より過去
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の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法に変更しております。この変更は、無

償保証期間の修理費用を製品の販売時の収益と対応させることで期間損益計算の適正化を図るものであり、品質

の向上を図る経営方針の下、無償保証期間内の修理費用の管理の重要性が増大してきたことから実施いたしまし

た。 

 この変更により、第３四半期連結累計期間の繰入額25,029千円は売上原価に、13,257千円は販売費及び一般管

理費に、過年度分相当額4,390千円は特別損失に計上しております。この変更に伴い、従来と同一の基準によっ

た場合と比較して、営業損失及び経常損失は38,286千円増加し、税金等調整前四半期純損失は42,677千円増加し

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,395,114 1,915,713 

売掛金 231,189 1,060,688 

商品 1,719,635 3,236,525 

短期貸付金 1,000,000 － 

その他 224,365 375,836 

流動資産合計 4,570,304 6,588,764 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,525,557 1,587,473 

減価償却累計額 △1,047,185 △1,116,117 

建物及び構築物（純額） 478,372 471,356 

土地 232,200 232,200 

建設仮勘定 － 131,775 

その他 111,872 337,762 

減価償却累計額 △86,454 △296,019 

その他（純額） 25,418 41,743 

有形固定資産合計 735,990 877,074 

無形固定資産   

のれん － 194,406 

その他 16,389 5,214 

無形固定資産合計 16,389 199,621 

投資その他の資産   

投資有価証券 37,295 37,295 

破産更生債権等 6,815,369 6,815,369 

敷金及び保証金 731,649 772,395 

CMSによる寄託金 11,932,623 11,932,623 

その他 17,563 24,985 

貸倒引当金 △18,552,842 △18,555,992 

投資その他の資産合計 981,658 1,026,676 

固定資産合計 1,734,038 2,103,372 

資産合計 6,304,342 8,692,137 

㈱カーチスホールディングス（7602）平成21年３月期　第３四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 128,654 584,444 

未払金 369,185 650,869 

未払法人税等 54,031 76,812 

賞与引当金 － 181,000 

店舗閉鎖損失引当金 1,613,527 100,000 

訴訟損失引当金 1,980,240 1,871,615 

製品保証引当金 42,677 － 

その他 362,809 455,837 

流動負債合計 4,551,125 3,920,580 

固定負債   

長期預り保証金 4,150 20,362 

固定負債合計 4,150 20,362 

負債合計 4,555,275 3,940,942 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805 

資本剰余金 7,555,702 7,555,702 

利益剰余金 △20,280,835 △17,248,567 

自己株式 △3,745 △3,744 

株主資本合計 1,718,926 4,751,195 

新株予約権 30,140 － 

純資産合計 1,749,066 4,751,195 

負債純資産合計 6,304,342 8,692,137 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,595,752

売上原価 20,146,070

売上総利益 4,449,681

販売費及び一般管理費 4,958,171

営業損失（△） △508,489

営業外収益  

受取利息 11,108

受取配当金 1,208

受取手数料 57,142

雑収入 20,314

営業外収益合計 89,773

営業外費用  

雑損失 3,552

営業外費用合計 3,552

経常損失（△） △422,267

特別利益  

賞与引当金戻入額 10,211

固定資産売却益 33,899

貸倒引当金戻入額 3,150

特別利益合計 47,261

特別損失  

固定資産除却損 7,997

リース解約損 1,041

減損損失 366,582

店舗閉鎖損失 40,378

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,054,473

訴訟損失引当金繰入額 143,625

過年度製品保証引当金繰入額 4,390

特別損失合計 2,618,489

税金等調整前四半期純損失（△） △2,993,495

法人税等 38,771

四半期純損失（△） △3,032,267
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,255,205

売上原価 5,071,492

売上総利益 1,183,712

販売費及び一般管理費 1,330,005

営業損失（△） △146,293

営業外収益  

受取利息 5,719

受取配当金 325

受取手数料 42,857

雑収入 2,573

営業外収益合計 51,475

営業外費用  

雑損失 606

営業外費用合計 606

経常損失（△） △95,424

特別利益  

固定資産売却益 33,182

店舗閉鎖損失引当金戻入額 5,726

訴訟損失引当金戻入額 23,500

特別利益合計 62,409

特別損失  

固定資産除却損 5,846

リース解約損 444

店舗閉鎖損失 24,473

特別損失合計 30,764

税金等調整前四半期純損失（△） △63,778

法人税等 12,858

四半期純損失（△） △76,637
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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（△） △2,993,495

減価償却費 154,469

減損損失 366,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,150

賞与引当金の増減額（△は減少） △181,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,513,527

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 108,625

製品保証引当金の増減額（△は減少） 42,677

受取利息及び受取配当金 △12,316

有形固定資産売却損益（△は益） △33,899

有形固定資産除却損 7,997

売上債権の増減額（△は増加） 752,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,516,890

仕入債務の増減額（△は減少） △456,875

未払金の増減額（△は減少） △264,674

その他 183,577

小計 700,954

利息及び配当金の受取額 12,316

法人税等の支払額 △50,461

営業活動によるキャッシュ・フロー 662,809

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 △250,008

有形固定資産の売却による収入 52,310

無形固定資産の取得による支出 △13,530

長期前払費用の取得による支出 △514

敷金及び保証金の差入による支出 △8,335

敷金及び保証金の回収による収入 22,832

貸付けによる支出 △2,000,000

貸付金の回収による収入 1,000,000

その他 △16,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,213,547

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 △1

新株予約権の発行による収入 30,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,598

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,713

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,395,114
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

     自動車関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

    占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第３四半期連結会計期間において、四半期純損失を3,032百万円計上したことにより株主資本の金額が、前

連結会計年度末に比べ3,032百万円減少しております。  
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「参考資料」  

前年同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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  30,931,339

Ⅱ 売上原価  25,226,300

売上総利益  5,705,039

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,104,202

営業損失   1,399,163

Ⅳ 営業外収益  56,238

Ⅴ 営業外費用  15,001

経常損失  1,357,926

Ⅵ 特別利益  1,477,862

Ⅶ 特別損失  511,514

税金等調整前四半期純損失  391,577

法人税、住民税及び事業税  38,239

四半期純損失  429,816
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前当期純損失 △391,577

２ 減価償却費       192,036

３ のれん代償却   32,401

４ 保証金償却  2,419

５ 減損損失   362,021

６ 貸倒引当金の増減額（△減少額） △1,075,658

７ 賞与引当金の減少額 △73,833

８ 閉鎖店舗引当金の減少額 △11,397

９ 債務保証損失引当金の増減額（△減少額）  1,233

10 受取利息及び受取引当金  △3,196

11 支払利息   338

12 投資有価証券売却益     △46,016

13 関係会社株式売却益  △1,069,713

14 有形固定資産売却益 △2,766

15 有形固定資産除売却損   780

16 無形固定資産除売却損   5,483

17 原状回復費用   143,229

18 売上債権の増減額（△増加額）   547,515

19 たな卸資産の増減額（△増加額）  △477,818

20 仕入債務の増減額（△減少額）  △224,799

21 未払消費税等の増加額（△減少額） △15,587

22 持分法による投資損益  △37,178

23 未払金の増減額（△減少額）  △309,649

24 長期売掛金の減少額  230,166

25 その他   346,493

小計 △1,875,073

26 利息及び配当金の受取額   68,280

27 利息の支払額  △338

28 法人税等の支払額 △50,298

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,857,429
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 定期預金等の純増減額  △27,258

２ 投資有価証券の売却による収入   56,413

３ 持分法適用会社株式売却による収入  1,722,080

４ 有形固定資産の取得による支出   △278,832

５ 有形固定資産の売却による収入   3,051

６ 無形固定資産の取得による支出  △59,787

７ 差入敷金保証金増加による支出  △182,580

８ 差入敷金保証金減少による収入   163,934

９ 長期貸付けによる支出  △6,237

10 ＣＭＳによる関係会社寄託金回収による収入  227,376

11 長期貸付けの回収による収入   150,141

12 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による
  収入   72,291

13 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による
  収入   7,605

14 その他   34,817

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,883,015

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 1 短期借入による収入  375,000

 2 短期借入金返済による支出 △320,000

 3 その他 △1,787

財務活動によるキャッシュ・フロー  53,212

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  78,797

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,441,516

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,520,314

㈱カーチスホールディングス（7602）平成21年３月期　第３四半期決算短信

12




