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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 16,394 ― 80 ― △62 ― △509 ―

20年3月期第3四半期 16,498 12.4 683 51.3 537 82.2 440 33.0

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 △23.44 ―

20年3月期第3四半期 20.26 ―

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 11,132 1,660 14.9 △15.62

20年3月期 12,658 2,211 17.5 8.81

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,660百万円 20年3月期  2,211百万円

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  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当状況については、2ページ「1.種類株
式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― ― ― 1.00 1.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1.00 1.00

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 22,953 1.7 302 △64.1 137 △80.0 △396 ― △19.14

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、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。  

(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） 

(注)上記「発行済株式数」は、普通株式に係る発行済株式数です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の発行済株式数ついては、2ペ
ージ「2.種類株式の発行済株式数」をご覧ください。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成21年3月期の連結業績予想の詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
2．本資料に記載されている業績予想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、及び上記1に係る業績予想
の具体的修正内容は、4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。 
3．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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第1項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務
諸表規則を適用しております。  

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3四半期  16,155,600株 20年3月期  16,155,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  237株 20年3月期  237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  16,155,600株 20年3月期第3四半期  16,155,600株
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(参考）
1.種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無

2.種類株式の発行済株式数
(1)種類株式A
 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 株 20年3月期 株

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

(注)

(2)種類株式B
 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 株 20年3月期 株

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

(注)種類株式Bは、普通株式及び種類株式Aに対して配当と残余財産の分配に関して優先権を有する株式。

0

666,666

に含めております。

0

666,666

5,597,100

0

5,597,100

666,666 666,666

5,597,100

0

5,597,100

種類株式Aは、議決権がないことを除いて、普通株式と同様の権利を有する種類株式のため、1ページの【サマリー情報】の各1株当たり情報算定の株式数

(基準日)

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭

30.00

1.00 1.00

30.00

30.00－ － －

－ － －

－ 30.00

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期

21年3月期

21年3月期(予想)

種類株式A

種類株式B

種類株式A

－ －種類株式A

種類株式B

－ －

1.00－ 1.00

種類株式B
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧米において急速な信用収縮が始まり、つれてリセッションが起き

たため、製造業を中心に需要が大きく後退しております。とくに自動車製造業は輸出の依存度が高いため、軒並み生

産計画を大幅に見直しました。 

 このような中で、当社グループの中古自動車販売部門においては、一般消費者の需要動向にあわせて販売政策を柔

軟に変えてまいりました。さらに展示車両の回転率の向上と買取機能の強化を通して、各販売拠点の収益向上を図り

ました。またオートオークション部門においては、円高やスクラップ市況の低迷など外部環境が悪化する中で良質車

の出品などに注力し、当社グループの特色を出すことにより他社との差別化を進めてまいりました。 

 しかしながら、当第３四半期累計期間の経営成績は売上高が16,394百万円（前年同期比0.6％減）となり、営業利

益80百万円（前年同期683百万円）、経常損失62百万円（前年同期 経常利益537百万円）となりました。また、繰延

税金資産の取り崩しによる法人税等調整額188百万円を計上したため、四半期純損失は509百万円となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。  

  

  

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 

 当第３四半期末の総資産は11,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,526百万円減少いたしました。流動資

産は4,309百万円となり1,172百万円減少いたしました。主な要因は商品及び製品の減少（482百万円）、現金及び預

金の減少（188百万円）等です。固定資産は6,823百万円となり、353百万円減少いたしました。有形固定資産は、

6,032百万円と321百万円減少いたしました。主な要因は土地の売却、減損損失等によるものです。無形固定資産は85

百万円となり、投資その他の資産については差入保証金が20百万円減少したため、705百万円（26百万円減少）とな

りました。 

 当第３四半期末の負債合計は9,472百万円となり、前連結会計年度末に比べ974百万円減少いたしました。流動負債

は4,115百万円となり267百万円減少いたしました。主な要因は未払金の減少（333百万円）、１年内返済予定の関係

会社長期借入金の増加（147百万円）等です。固定負債は5,357百万円となり706百万円減少いたしました。主な要因

は長期借入金の減少（451百万円）、関係会社長期借入金の減少（227百万円）等です。 

 当第３四半期末の純資産合計は1,660百万円となり、前連結会計年度末に比べ551百万円減少いたしました。主な要

因は当四半期純損失（509百万円）の計上によるものです。この結果自己資本比率は、前連結会計年度末の17.5％か

ら14.9％となりました。  

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローに

より1,815百万円となり、前連結会計年度末に比べ188百万円減少いたしました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間においては、営業活動による資金の増加は、179百万円となりました。 

 これは主にたな卸資産の減少477百万円、未収入金の減少255百万円による資金の増加があった一方で、未払金の減

少365百万円、買掛金の減少126百万円による資金の減少があったこと等によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間においては、投資活動による資金の増加は、124百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の売却による収入153百万円による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得によ

る支出28百万円があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間においては、財務活動による資金の減少は、493百万円となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出428百万円、配当金の支払額による支出41百万円等によるものです。  
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 自動車業界全体の情勢を踏まえ平成20年７月から軽自動車に対する新たな施策を実行し普通自動車の在庫構成を見

直した結果、平成20年10月29日に当初利益を確保することが困難であるとの理由により、平成20年５月19日に公表し

た利益予想を修正いたしました。しかし、前回修正（平成20年10月29日）の利益予想に対しても昨今の厳しい消費動

向を踏まえ、予想以上に厳しい局面が続く見込みであることを勘案し、通期の業績予想の修正を行いました。詳細

は、本日別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

① 固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等に前連結会

計年度末以降における変化の影響を加味する方法によっております。  

  

  

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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法を採用しておりました

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 平成18年７月５

日） が適用されたことに伴い、主として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

く簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が１百万円減少し、経常損失が１百万円、税金等調整前四

半期純損失が14百万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：百万円）

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 1,815 2,004

受取手形及び売掛金 52 97

商品及び製品 1,976 2,459

原材料及び貯蔵品 7 2

繰延税金資産 82 270

その他 379 653

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 4,309 5,481

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 439 511

土地 5,287 5,429

その他（純額） 304 413

有形固定資産合計 6,032 6,353

無形固定資産 85 91

投資その他の資産   

長期貸付金 425 430

差入保証金 632 652

その他 99 97

貸倒引当金 △452 △448

投資その他の資産合計 705 732

固定資産合計 6,823 7,177

資産合計 11,132 12,658
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（単位：百万円）

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 207 334

短期借入金 2,153 2,135

関係会社短期借入金 300 300

1年内返済予定の長期借入金 431 329

1年内返済予定の関係会社長期借入金 198 51

未払金 555 889

未払法人税等 17 24

引当金 19 37

その他 231 282

流動負債合計 4,115 4,382

固定負債   

長期借入金 2,686 3,137

関係会社長期借入金 2,279 2,506

その他 391 420

固定負債合計 5,357 6,064

負債合計 9,472 10,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 354 354

利益剰余金 305 857

自己株式 △0 △0

株主資本合計 1,660 2,211

純資産合計 1,660 2,211

負債純資産合計 11,132 12,658
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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：百万円）

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 16,394

売上原価 13,105

売上総利益 3,288

販売費及び一般管理費 3,207

営業利益 80

営業外収益  

受取利息及び配当金 2

受取地代家賃 15

受取手数料 26

その他 17

営業外収益合計 61

営業外費用  

支払利息 178

賃貸収入原価 17

その他 8

営業外費用合計 204

経常損失（△） △62

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

固定資産売却益 2

その他 0

特別利益合計 5

特別損失  

たな卸資産評価損 12

固定資産除却損 65

減損損失 139

貸倒引当金繰入額 7

その他 23

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純損失（△） △306

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等調整額 188

法人税等合計 203

四半期純損失（△） △509
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 △306

減価償却費 95

減損損失 139

引当金の増減額（△は減少） △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 178

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産除却損 65

その他の特別損益（△は益） 23

売上債権の増減額（△は増加） 44

たな卸資産の増減額（△は増加） 477

未収入金の増減額（△は増加） 255

仕入債務の増減額（△は減少） △126

未払金の増減額（△は減少） △365

その他 △69

小計 391

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △193

法人税等の支払額 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 179

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 △28

有形固定資産の売却による収入 153

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 124

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 350

短期借入金の返済による支出 △331

長期借入金の返済による支出 △428

リース債務の返済による支出 △41

配当金の支払額 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188

現金及び現金同等物の期首残高 2,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,815
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし

書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 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） 

 当連結グループは中古自動車事業の単一セグメントのため、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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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） 

 海外売上がないため、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 

 該当事項はありません。 
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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（百万円）

Ⅰ 売上高  16,498

Ⅱ 売上原価  12,716

売上総利益  3,781

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,098

営業利益  683

Ⅳ 営業外収益  43

Ⅴ 営業外費用  189

経常利益  537

Ⅵ 特別利益  4

Ⅶ 特別損失  88

税金等調整前四半期純利益  454

税金費用  13

四半期純利益  440
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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  454

 減価償却費  111

 賞与引当金の減少額 △3

 貸倒引当金の減少額 △12

 受取利息及び受取配当金 △1

 支払利息  162

 過年度未収勘定整理損  74

 固定資産除却損  3

 その他特別損失  10

 売上債権の減少額（△増加額）  95

 たな卸資産の増加額 △32

 未収入金の減少額（△増加額）  147

 その他流動資産の減少額（△増加
額） 

△46

 仕入債務の増加額（△減少額） △105

 未払金の減少額 △333

 その他  11

小計  536

 利息及び配当金の受取額  1

 利息の支払額 △173

 法人税等の支払額 △35

営業活動によるキャッシュ・フロー  328

Ⅱ 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 △102

 無形固定資産の取得による支出 △0

 短期貸付金の回収による収入  2

 保険解約による収入  37

 その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △69
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（注）前年同四半期は資金の範囲からハナテン・オート有限責任中間法人に係る 

   現金及び預金（責任財産限定対象）を除いております。  

   

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 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  450

 短期借入金の返済による支出 △380

 長期借入金の返済による支出 △290

 ファイナンス・リース債務の返済に
よる支出 

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー △285

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△26

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  884

Ⅵ 資金の範囲の変更による現金及び現金
同等物の増加額  611

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,468
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