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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 7,270 ― 443 ― 391 ― △9 ―

20年3月期第3四半期 8,174 5.6 547 20.6 493 21.7 289 27.1

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 △1.58 ―

20年3月期第3四半期 46.49 ―

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 10,034 2,802 27.9 450.68
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3四半期  2,802百万円 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3四半期  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3四半期  309,634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3四半期  6,220,935株 20年3月期第3四半期  6,222,062株



 当第３四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、少子高齢化や若年層の車離れに加え、金融危機を受けて消費者の買い控え等により

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３四半期連結累計期間の売上高は72億70百万円、営業利益4億43百万円、経常利益3億91百万円となりまし

た。なお販売用不動産評価損2億36百万円を特別損失として計上したため四半期純損失は9百万円となりました。  

  

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は100億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億21百万円減

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３四半期連結会計期間末における負債の残高は72億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億67百万円減

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３四半期連結会計期間末における純資産の残高は28億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円減少

しました。これは四半期純損失9百万円を計上したこと及び配当金31百万円の分配により利益剰余金が減少したため

です。  

  

  

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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

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。  

  

  

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。 



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 652,241 876,694

売掛金 159,322 301,168

商品 1,762,977 1,468,373

部品・用品 123,409 66,469

販売用不動産 1,814,870 2,051,424

繰延税金資産 13,156 27,401

その他 152,008 207,238

貸倒引当金 △100 △350

流動資産合計 4,677,886 4,998,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,524,030 1,574,835

機械装置及び運搬具（純額） 95,073 100,937

土地 2,705,799 2,671,259

賃貸不動産（純額） 571,007 584,877

建設仮勘定 9,370 39,731

その他（純額） 74,817 115,980

有形固定資産合計 4,980,098 5,087,621

無形固定資産 60,569 30,755

投資その他の資産   

投資有価証券 84,775 105,864

長期貸付金 75,167 78,329

差入保証金 93,836 96,536

その他 62,103 58,674

投資その他の資産合計 315,882 339,404

固定資産合計 5,356,550 5,457,781

資産合計 10,034,437 10,456,203



（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 432,523 547,967

1年内償還予定の社債 500,000 1,000,000

短期借入金 2,623,876 2,961,076

未払法人税等 31,081 136,748

賞与引当金 16,690 32,310

役員賞与引当金 1,500 2,000

その他 373,153 566,458

流動負債合計 3,978,824 5,246,560

固定負債   

長期借入金 3,192,296 2,252,907

繰延税金負債 3,688 10,161

その他 56,634 89,729

固定負債合計 3,252,618 2,352,797

負債合計 7,231,443 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 670,702 711,628

自己株式 △77,375 △76,997

株主資本合計 2,795,638 2,836,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,355 19,903

評価・換算差額等合計 7,355 19,903

純資産合計 2,802,993 2,856,845

負債純資産合計 10,034,437 10,456,203



（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 7,270,826

売上原価 5,874,214

売上総利益 1,396,612

販売費及び一般管理費 953,361

営業利益 443,250

営業外収益  

受取利息 2,875

受取配当金 1,148

受取保険金 5,500

その他 4,724

営業外収益合計 14,248

営業外費用  

支払利息 63,758

その他 2,403

営業外費用合計 66,161

経常利益 391,338

特別損失  

固定資産除却損 2,060

販売用不動産評価損 236,554

減損損失 1,689

特別損失合計 240,303

税金等調整前四半期純利益 151,034

法人税、住民税及び事業税 144,540

法人税等調整額 16,312

法人税等合計 160,852

四半期純損失（△） △9,818



（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利益 151,034

減価償却費 140,822

貸倒引当金の増減額（△は減少） △250

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,620

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △500

固定資産除却損 2,060

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） 141,846

受取利息及び受取配当金 △4,023

支払利息 63,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △344,044

仕入債務の増減額（△は減少） △115,443

その他 △173,171

小計 84,711

利息及び配当金の受取額 4,023

利息の支払額 △57,515

法人税等の還付額 6,652

法人税等の支払額 △247,131

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,258

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 △194,074

定期預金の払戻による収入 184,676

有形固定資産の取得による支出 △65,830

有形固定資産の除却による支出 △2,060

無形固定資産の取得による支出 △5,816

その他 3,097

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,007

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） △360,000

長期借入れによる収入 1,550,000

長期借入金の返済による支出 △587,811

社債の償還による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △377

リース債務の返済による支出 △15,270

配当金の支払額 △31,126

財務活動によるキャッシュ・フロー 55,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △233,851

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 452,167



 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） 

 （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 

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。  

  

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重要な在外子会社がないため、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） 

海外売上高がないため、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〕 

  
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  7,196,039  74,786  7,270,826 －  7,270,826

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  7,196,039  74,786  7,270,826 －  7,270,826

営業利益  385,987  57,263  443,250 －  443,250

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 

〔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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

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  8,174,643

Ⅱ 売上原価  6,619,278

売上総利益  1,555,365

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,008,336

営業利益  547,029

Ⅳ 営業外収益  8,909

1.受取利息   2,460

2.その他   6,448

Ⅴ 営業外費用  62,033

1.支払利息   58,694

2.その他   3,339

経常利益  493,905

税金等調整前四半期純利益  493,905

法人税、住民税及び事業税  196,000

法人税等調整額   8,656

四半期純利益  289,248
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