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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 11,631 △9.5 △13 ― 10 △93.9 △258 ―
20年3月期 12,847 △5.5 156 43.8 172 36.0 109 106.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △42.72 ― △5.9 0.2 △0.1
20年3月期 18.14 ― 2.4 2.6 1.2
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,820 4,191 72.0 691.56
20年3月期 6,558 4,521 68.9 745.92
（参考） 自己資本  21年3月期  4,191百万円 20年3月期  4,521百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 206 △423 △54 327
20年3月期 412 △318 △78 598

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 36 33.1 0.8
21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 36 ― 0.8
22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 363.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,600 △8.7 △80 ― △70 ― △50 ― △8.25

通期 11,800 1.4 20 ― 40 280.3 10 ― 1.65
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び19ページ「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事 
   項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 6,100,000株 20年3月期 6,100,000株
② 期末自己株式数 21年3月期 39,795株 20年3月期 39,000株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 11,141 △8.7 △11 ― 21 △88.5 △239 ―
20年3月期 12,206 △4.7 155 62.0 182 45.4 116 113.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △39.57 ―
20年3月期 19.29 ―

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 5,786 4,200 72.6 693.13
20年3月期 6,490 4,511 69.5 744.33
（参考） 自己資本 21年3月期  4,200百万円 20年3月期  4,511百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により異なる結果となる
可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、4ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

5,200 △11.4 △85 ― △70 ― △50 ― △8.25

通期 11,000 △1.3 10 ― 30 42.5 10 ― 1.65

－ 2 －



当連結会計年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危

機の影響を受け、株式市場の下落、輸出型企業や金融機関を中心とした企業収益の大幅な悪化が顕著

となり、第３四半期以降、急激な景気後退の局面に突入いたしました。 

先行きの不透明感が高まる中、個人消費も大きく落ち込み、自動車販売業界におきましては、国内

新車販売台数が、登録車289万台（前連結会計年度比15.6%減）、軽自動車180万台（前連結会計年度

比4.4%減）、合計470万台（前連結会計年度比11.6%減）となり、1980年度以来28年振りに500万台の

大台を割り込む低水準となりました。 

（注）販売台数の合計にはトラック及びバスの販売台数が含まれております。 

  

このような状況の中、当社グループにおきましては、スバル新車販売部門において新たにエクシー

ガ、デックスの２車種が投入されましたが、第３四半期からの販売台数の落ち込みが響き、スバル新

車販売台数が3,324台（前連結会計年度比14.4%減）となりました。同様に、中古車販売、輸入車販売

の両部門も需要減の影響を受け、売上高は116億３千１百万円（前連結会計年度比9.5%減）となりま

した。 

損益面では、経費の削減や業務の合理化により販売管理費は前連結会計年度比2.9%減となりました

が、上記減収の影響を埋めるには至らず、経常利益は１千万円（前連結会計年度比93.9%減）となり

ました。 

また、当社グループは、経営資源の集中による経営効率化を目的に営業拠点の統廃合を実施するこ

とといたしました。これに伴い、閉鎖を予定しているスバル新車販売部門の２拠点及び中古車販売部

門の１拠点について固定資産の減損処理を行い、特別損失として４億４百万円を計上したため、当期

純損失は２億５千８百万円（前連結会計年度は１億９百万円の当期純利益）となりました。 

なお、部門別の売上状況及び概況は次のとおりであります。 

  

 
  

小型・普通乗用車は、６月に多人数乗り車（エクシーガ）、11月にコンパクトカー（デックス）の

２車種が新たに発売されましたが、第３四半期以降の大幅な需要減少に加え、主力車種レガシィのモ

デル末期による落ち込みをカバーできず、販売台数は1,790台（前連結会計年度比6.9%減）となりま

した。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

区  分 金額（千円） 構成比（％）

スバル新車販売部門 5,879,667 50.6

中古車販売部門 1,177,056 10.1

輸入車販売部門 1,224,750 10.5

特機販売部門 100,503 0.9

部品外販部門 384,756 3.3

整 備 部 門 2,296,620 19.7

そ の 他 568,331 4.9

合  計 11,631,696 100.0

スバル新車販売部門
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また、軽自動車につきましては、他メーカーの豊富な車種構成に対し劣勢を余儀なくされ、販売台

数は1,534台（前連結会計年度比21.7%減）となり、スバル新車販売台数の合計は3,324台（前連結会

計年度比14.4%減）となりました。この結果、売上高は58億７千９百万円（前連結会計年度比11.4%

減）となりました。 

販売台数は2,305台（前連結会計年度比0.2%減）とほぼ前年並みとなりましたが、景気悪化の影響

を受けて、高額中古車の売れ行き不振及び昨年夏以降の輸出中古車の激減等による販売価格の下落に

よりまして、売上高は11億７千７百万円（前連結会計年度比11.5%減）となりました。 

輸入車販売の落ち込みが続く中、ボルボ車の新車販売台数は45台（前連結会計年度比41.6%減）と

大幅に減少いたしました。また、第２四半期まで好調に推移したポルシェ車につきましても、第３四

半期以降受注ペースが鈍り、新車販売台数は64台（前連結会計年度比11.1%減）となりました。この

結果、売上高は12億２千４百万円（前連結会計年度比9.7%減）となりました。 

塵芥収集車（商品名：フジマイティ）の販売台数は22台（前連結会計年度比29.0%減）、売上高は

１億円（前連結会計年度比22.6%減）となりました。 

新車販売台数の落ち込みに伴い、新車購入時に装着する部品・用品販売の売上減少に加え、板金塗

装修理が減少していることなどにより、純正部品の売上が落ち込み、売上高は３億８千４百万円（前

連結会計年度比13.1%減）となりました。 

車両販売が厳しい状況の中、収益の柱である整備部門の業績向上のため、販売・サービス連携によ

る整備入庫促進に努め、入庫量の確保を図ってまいりました。一方で、整備作業の効率化を図るた

め、月初めの整備の獲得や車検整備の前倒しによる入庫台数の平準化を進めてまいりました。その結

果、車検をはじめとした定期点検の入庫台数は前連結会計年度に比べ増加いたしましたが、板金塗装

修理及び一般修理の入庫台数が落ち込んだため、売上高は22億９千６百万円（前連結会計年度比0.1%

増）と微増にとどまりました。 

車両販売及び整備に伴いお客様から収受する手数料、保険取扱手数料並びに新車販売に対する販売

奨励金等の合計は５億６千８百万円（前連結会計年度比13.0%減）となりました。 

  

世界的な金融危機の影響が実体経済に波及し、企業収益及び個人消費の大幅な落ち込みが今後しば

らく続くことが予想されるため、平成22年３月期の国内新車販売は非常に厳しくなると認識しており

ます。 

このような状況の中、スバル新車販売部門におきまして、平成21年５月に予定されている主力車種

のモデルチェンジが同車種の販売台数を押し上げることが期待できます。また、政府が打ち出した新

車需要刺激策につきましても一定の効果は見込めるものと思われます。しかしながら、100年に一度

といわれるこの経済環境が好転するにはしばらく時間がかかることが予想され、平成22年度中の新車

需要の回復は望みにくい状況にあり、スバル新車販売台数は当連結会計年度の実績を下回る可能性が

中古車販売部門

輸入車販売部門

特機販売部門

部品外販部門

整備部門

その他

②次期の見通し

静岡スバル自動車㈱(7473)　平成21年３月期決算短信

－ 4 －



あります。 

また、中古車販売部門・輸入車販売部門につきましても、当連結会計年度における第３四半期以降

の厳しい状況が続くことを想定しております。 

整備部門につきましては、全社あげての入庫台数確保を推進することにより、当連結会計年度並み

の収益確保を見込んでおります。 

以上によりまして、平成22年３月期の業績見通しにつきましては、売上高118億円（前連結会計年

度比1.4％増）、営業利益２千万円（前連結会計年度は１千３百万円の営業損失）、経常利益４千万

円（前連結会計年度比280.3％増）、当期純利益１千万円（前連結会計年度は２億５千８百万円の当

期純損失）を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億３千８百万円減少し、58億２千万円と

なりました。流動資産が現金及び預金の減少等により４億９千２百万円の減少、固定資産が減損損失

の計上等により２億４千６百万円の減少となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ４億８百万円減少し、16億２千９百万円となりました。これは、

買掛金の減少及び未払法人税等の減少が主な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億３千万円減少し、41億９千１百万円となりました。これ

は、特別損失として減損損失４億４百万円を計上した結果、当期純損失が２億５千８百万円となった

こと及び剰余金の配当５千４百万円によるものであります。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２億７千１百万円減少し、当連結会計年度の期末残高は３億２千７百万円（前連結会計年度比

45.3%減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの主な要因は次のとおりでありま

す。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が３億９千７百万円でありました

が、減価償却費２億６千４百万円、減損損失４億４百万円と資金の減少が伴わないものに加え、売上

債権の減少１億５千５百万円とたな卸資産の減少２億２百万円により資金が増加、また仕入債務の減

少２億１千２百万円、法人税等の支払額１億３千２百万円により資金が減少し、差し引き２億６百万

円の資金の増加となりました。（前連結会計年度は４億１千２百万円の増加） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、試乗車に使用する車両購入費用等の有形固定資産等の取得

による支出４億２千９百万円により、４億２千３百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年

度は３億１千８百万円の減少） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払５千４百万円により資金の減少となりまし

た。（前連結会計年度は７千８百万円の減少） 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を

対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  

当社は、株主への利益還元を継続的かつ安定的に実施することを基本として、将来の事業展開や設備

投資を勘案しつつ、経営成績を反映して配当を実施する方針であります。 

平成21年３月期は特別損失の計上といった要因も重なり非常に厳しい業績となりましたが、前述いた

しました当社の配当基本方針を踏まえるとともに、平成21年３月に当社が創立50周年を迎えましたこと

に鑑み、期末配当金は１株当たり３円とさせていただくことといたしました。なお、中間配当金として

１株当たり３円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株当たり６円となります。 

また、次期の配当予想につきましては、前述いたしました業績見通しのとおり非常に厳しい期になる

ことを想定しておりますが、中間、期末とも３円の配当を見込んでおります。 

  

当社グループの事業等に関するリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社

が判断したものであります。 

  

当社グループの売上高の約50％を富士重工業株式会社の新車売上が占めております。したがいまし

て、当社グループの経営成績は同社のブランド力及び商品力に大きな影響を受けることになります。

同社は、トヨタグループとの提携により商品供給や新型車の共同開発が進められることとなり、す

でに商品供給がスタートし、今後順次供給車種が拡大することが見込まれております。 

したがいまして、これら一連の動きが今後当社の経営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

コンプライアンスの面から企業の社会的責任がますます大きくなっておりますが、自動車販売業界

におきましても個人情報保護法等に関するコンプライアンスリスクが高まっております。 

平成19年９月期 平成20年３月期 平成20年９月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 71.3 68.9 73.2 72.0

時価ベースの自己資本比率（％） 32.5 25.3 17.7 18.4

債務償還年数（年） ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 145.3 ― 159.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①特定の商品への依存等について

②法的規制等の影響について
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また、間接的ではありますが、仕入製品の欠陥によるリコール問題も販売会社である当社の経営に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの事業エリアである静岡県は、東海大地震発生のリスクが指摘されており、万が一、

想定されている規模の大規模地震が発生した場合には、一部地域で店舗設備及びサービス設備の損壊

並びに人的被害による事業運営中断の可能性があります。 

  

③自然災害のリスクについて
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 当社グループは、当社、親会社、子会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており、自動車・

部品等の商品販売及び整備の他、産業機械等の製造販売・電機冷熱機器等の各種商品の販売等を主な業務と

しております。  

 当社企業集団の事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。 

  

 
(注) 前連結会計年度までその他の関係会社であった鈴与株式会社は、当連結会計年度において鈴与ホー

ルディングス株式会社に会社分割（吸収分割）し、同社の保有していた当社株式が、鈴与ホールディ

ングス株式会社に承継されたため、その他の関係会社ではなくなりました。  
  
 以上の事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

2. 企業集団の状況

事業内容 会社

商 
品 
販 
売

スバル新車 静岡スバル自動車株式会社(当社)

中古車 静岡スバル自動車株式会社(当社)

輸入車（新車・中古車） 静岡スバル自動車株式会社(当社)・静岡ブイオート株式会社(連結子会社)

特機（特殊車両） 静岡スバル自動車株式会社(当社)・靜甲株式会社(親会社)

部品
静岡スバル自動車株式会社(当社)・靜甲株式会社(親会社)・静岡ブイオート株式会
社(連結子会社)

整備・その他
静岡スバル自動車株式会社(当社)・靜甲株式会社(親会社)・静岡ブイオート株式会
社(連結子会社)

産業機械等の製造販売 靜甲株式会社(親会社)

電機冷熱機器等の販売 靜甲株式会社(親会社)

労働者派遣業 エススタッフサービス株式会社(非連結子会社)

金融業・コンサルティング業 鈴与ホールディングス株式会社(その他の関係会社)
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当社グループは、昭和34年に富士重工業株式会社の販売特約店として創立以来、「お客様の信頼に応

える」ことと「健全経営」を基本に経営を行ってまいりましたが、これを基礎として、企業に求められ

ている社会的責任を踏まえ、あらためて下記の経営理念を定めております。 

  

◇ 公正な企業活動を行う     ①法を守り、企業倫理を高める 

                 ②社会に信頼される経営活動を行う 

                 ③社会の一員として、地域との健全な関係を持続する 

◇ 社会に貢献する        ①お客様に高品質な商品とサービスを提供する 

                 ②お客様に安全と安心をお届けする 

                 ③適正な利益を確保し、健全な経営活動を継続する 

◇ 働きがいのある環境をつくる  ①社員一人ひとりの人格を尊重し、 

                  安全で働きやすい職場づくりを行う 

                 ②仕事を通じて社員の成長を図り、 

                  仕事に喜びとやりがいを感じられる職場づくりを行う 

  

当社グループは、持続的かつ安定的な経営を実現するため、事業活動の効率性及び安全性に重きを置

いて収益の持続的な確保を目指しており、収益力の指標として営業利益及び経常利益を重視しておりま

す。 

  

国内経済は今後しばらく厳しい状況が続き、景気の持ち直しによる個人消費の回復には相当の時間が

かかることが予想されております。また、自動車業界におきましては、少子高齢化や若者の車離れとい

った影響などにより、年々新車販売台数が減少しているという構造的な問題もあり、当社事業を取り巻

く環境は非常に厳しい状況にあると認識しております。 

この認識のもと、当社グループにおける も重要な課題は、固定費の見直しをはじめとして、現在の

売上規模に見合った営業体制への転換であり、もう一つは、お客様に選ばれる店づくりであると考えて

おります。 

このような状況を踏まえ、当社グループは次のような行動目標に沿って事業を推進してまいります。

  

固定費の削減と営業効率の向上を図るため、現在、そして今後予想される新車販売台数に合わせた営

業体制への転換及び販売方法の見直しが急務であると考えております。その一環として、営業拠点の統

廃合、再配置につきまして、お客様の利便性などにも配慮しつつ、慎重かつ早急に検討を進めてまいり

ます。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

◇営業体制の再構築と生産性の高い販売の仕組みづくり
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スバル新車販売部門におきましては、平成21年５月に主力車種がモデルチェンジされるほか、年度後

半にはトヨタグループから軽自動車のＯＥＭ供給を受ける予定となっております。これらの新型車発売

といったプラス材料を 大限活用し、収益確保を目指してまいります。 

今後予想される厳しい事業環境を生き抜くためには、いかに当社の独自色を打ち出し、お客様に選ん

でいただける会社づくり、店づくりを進めるかが重要であると考えております。引き続き、『総合営

業』及び『お客様に安全・安心をお届けする』をキーワードに、会社全体でお客様に向き合い、お客様

とのコミュニケーションをより深くすることでＣＳのレベルアップに取り組んでまいります。 

ＣＳやお客様の利便性の意味からも拠点整備も大事な課題であり、平成22年３月期はポルシェセンタ

ー浜松（販売・整備拠点）の新設を計画しております。 

当連結会計年度から始まりました内部統制の運用、改善につきましても重要な課題として位置付けて

まいります。 

  

◇スバル新車販売の収益確保

◇ＣＳ（お客様満足）のレベルアップ

◇営業拠点の整備

◇内部統制の運用
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 598,120 327,050 

受取手形及び売掛金 639,229 483,584 

たな卸資産 672,351 － 

商品 － 609,957 

仕掛品 － 13,155 

貯蔵品 － 7,309 

繰延税金資産 89,349 76,254 

その他 191,574 180,934 

貸倒引当金 △156 △172 

流動資産合計 2,190,469 1,698,073 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,607,874 2,577,523 

減価償却累計額 △1,664,653 △1,704,197 

建物及び構築物（純額） 943,221 873,326 

機械装置及び運搬具 722,386 759,963 

減価償却累計額 △409,894 △439,550 

機械装置及び運搬具（純額） 312,491 320,412 

土地 2,679,941 2,364,021 

建設仮勘定 2,488 7,065 

その他 265,759 255,954 

減価償却累計額 △226,240 △215,488 

その他（純額） 39,519 40,465 

有形固定資産合計 3,977,661 3,605,291 

無形固定資産 41,127 29,114 

投資その他の資産 

投資有価証券 167,066 139,759 

繰延税金資産 109,319 278,322 

その他 73,124 69,547 

投資その他の資産合計 349,510 487,629 

固定資産合計 4,368,298 4,122,035 

資産合計 6,558,768 5,820,109 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,068,711 856,119 

未払法人税等 95,987 9,470 

賞与引当金 173,815 132,521 

その他 329,564 258,673 

流動負債合計 1,668,078 1,256,783 

固定負債 

退職給付引当金 326,802 327,448 

役員退職慰労引当金 30,875 33,500 

その他 11,961 11,327 

固定負債合計 369,639 372,276 

負債合計 2,037,718 1,629,059 

純資産の部 

株主資本 

資本金 961,000 961,000 

資本剰余金 827,360 827,360 

利益剰余金 2,713,349 2,399,849 

自己株式 △16,355 △16,593 

株主資本合計 4,485,354 4,171,616 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 35,695 19,433 

評価・換算差額等合計 35,695 19,433 

純資産合計 4,521,050 4,191,049 

負債純資産合計 6,558,768 5,820,109 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,847,725 11,631,696 

売上原価 10,059,036 9,089,230 

売上総利益 2,788,689 2,542,465 

販売費及び一般管理費 ※1 2,632,037 ※1 2,556,117 

営業利益又は営業損失（△） 156,651 △13,651 

営業外収益 

受取利息 393 598 

受取配当金 3,649 6,596 

受取手数料 6,847 5,162 

損害保険差益 2,866 － 

受取保険金 － 4,439 

重量税還付金 2,835 1,345 

その他 6,051 11,498 

営業外収益合計 22,644 29,641 

営業外費用 

支払利息 2,837 1,299 

商品評価損 1,521 － 

車両事故損害金 598 － 

支払手数料 － 2,732 

売上割引 959 879 

その他 552 562 

営業外費用合計 6,469 5,473 

経常利益 172,826 10,517 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 299 17 

固定資産受贈益 － 5,584 

抱合せ株式消滅差益 22,088 － 

特別利益合計 22,387 5,602 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 4,762 ※2 8,655 

投資有価証券評価損 － 336 

減損損失 － ※3 404,914 

借地権除却損 2,000 － 

賃借物件原状回復費用 4,000 － 

特別損失合計 10,762 413,906 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

184,451 △397,787 

法人税、住民税及び事業税 94,748 6,365 

法人税等調整額 △20,270 △145,200 

法人税等合計 74,477 △138,834 

当期純利益又は当期純損失（△） 109,974 △258,952 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 961,000 961,000 

当期末残高 961,000 961,000 

資本剰余金 

前期末残高 827,360 827,360 

当期末残高 827,360 827,360 

利益剰余金 

前期末残高 2,639,741 2,713,349 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 109,974 △258,952 

当期変動額合計 73,608 △313,499 

当期末残高 2,713,349 2,399,849 

自己株式 

前期末残高 △16,355 △16,355 

当期変動額 

自己株式の取得 － △238 

当期変動額合計 － △238 

当期末残高 △16,355 △16,593 

株主資本合計 

前期末残高 4,411,746 4,485,354 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 109,974 △258,952 

自己株式の取得 － △238 

当期変動額合計 73,608 △313,737 

当期末残高 4,485,354 4,171,616 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 62,542 35,695 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△26,846 △16,262 

当期変動額合計 △26,846 △16,262 

当期末残高 35,695 19,433 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 62,542 35,695 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△26,846 △16,262 

当期変動額合計 △26,846 △16,262 

当期末残高 35,695 19,433 

純資産合計 

前期末残高 4,474,288 4,521,050 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 109,974 △258,952 

自己株式の取得 － △238 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,846 △16,262 

当期変動額合計 46,761 △330,000 

当期末残高 4,521,050 4,191,049 
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該当事項はありません。 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

184,451 △397,787 

減価償却費 237,934 264,716 

減損損失 － 404,914 

投資有価証券評価損益（△は益） － 336 

固定資産受贈益 － △5,584 

有形固定資産除却損 6,762 8,655 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △22,088 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △385 16 

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,366 △41,294 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,650 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,372 645 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,700 2,625 

受取利息及び受取配当金 △4,043 △7,195 

支払利息 2,837 1,299 

売上債権の増減額（△は増加） △3,341 155,644 

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,882 202,977 

その他の資産の増減額（△は増加） △28,011 51,895 

仕入債務の増減額（△は減少） △137,743 △212,592 

その他の負債の増減額（△は減少） 33,422 △91,502 

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,352 △4,261 

小計 445,818 333,508 

利息及び配当金の受取額 4,043 7,195 

利息の支払額 △2,838 △1,299 

法人税等の支払額 △34,416 △132,621 

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,606 206,782 

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 △333,305 △429,279 

その他の支出 △282 △808 

その他の収入 15,584 7,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー △318,002 △423,066 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △42,500 － 

自己株式の取得による支出 － △238 

配当金の支払額 △36,366 △54,546 

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,866 △54,785 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,738 △271,069 

現金及び現金同等物の期首残高 565,792 598,120 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額 

16,589 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 598,120 ※ 327,050 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 

   静岡ブイオート㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 

   静岡ブイオート㈱

 (2) 非連結子会社の名称

   エススタッフサービス㈱

   連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社１社は、小規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

   なお、非連結子会社であった静岡スバル物流株式

会社は、平成20年２月１日付で当社と合併いたし

ました。

 (2) 非連結子会社の名称

   エススタッフサービス㈱

   連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社１社は、小規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び名称

   該当する会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び名称

同左

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称

  ① 非連結子会社

    エススタッフサービス㈱

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称

  ① 非連結子会社

    エススタッフサービス㈱

  ② 関連会社

    該当する会社はありません。

    持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

なお、非連結子会社であった静岡スバル物流

株式会社は、平成20年２月１日付で当社と合

併いたしました。

  ② 関連会社

同左

    持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

     決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

            同左

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  ② たな卸資産

   ⅰ 商品 

    Ａ 車両    個別法による原価法 

    Ｂ 部品・用品 移動平均法による原価法 

    Ｃ その他   個別法による原価法 

   ⅱ 仕掛品    個別法による原価法 

   ⅲ 貯蔵品    終仕入原価法による原価法

  ② たな卸資産

        評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

   ⅰ 商品 

    Ａ 車両    個別法 

    Ｂ 部品・用品 移動平均法 

    Ｃ その他   個別法 

   ⅱ 仕掛品    個別法 

   ⅲ 貯蔵品    終仕入原価法

   (会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評

価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更してお

ります。

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微

であります。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法 

また、耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

    (会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号))に伴い、当連結会

計年度から平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ 20,182千円減少しております。

    (追加情報)

当連結会計年度から、平成19年 3月31日以前に

取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。

この変更に伴う損益に与える影響は、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ 3,178千円減少しております。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法 

また、耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

  ② 無形固定資産

    定額法

    ただし、自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

  ② 無形固定資産

同左

  ③ 長期前払費用 

    均等償却

  ③ 長期前払費用

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率を基に今後の回収可能

性を勘案した率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年

度に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。

  ② 賞与引当金

同左

  ③ 役員賞与引当金

    役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度

に負担すべき支給見込額を計上しております。 

なお、当連結会計年度に計上すべき金額はあり

ません。

  ③ 役員賞与引当金

同左

 

  ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による

定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

  ④ 退職給付引当金

同左

  ⑤ 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

  ⑤ 役員退職慰労引当金

同左

 (4) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 (4) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  該当事項はありません。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から３か月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資であります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

────── (リース取引に関する会計基準)

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する企業基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用して

おります。

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

────── (連結貸借対照表)

「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)が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」

「貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会

計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「仕掛

品」「貯蔵品」は、それぞれ650,080千円、15,999千

円、6,271千円であります。

(連結損益計算書)

「損害保険差益」は、前連結会計年度まで営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増

したため区分掲記いたしました。  

なお、前連結会計年度における「損害保険差益」の金額

は921千円であります。 

(連結損益計算書)

１．前連結会計年度において「損害保険差益」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「受取保険金」として掲記

しております。

２．前連結会計年度において「車両事故損害金」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「支払手数料」として掲記

しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

給与 803,183千円

賞与引当金繰入額 115,041千円

退職給付引当金繰入額 48,934千円

役員退職慰労金引当金繰入額 10,700千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

給与 803,166千円

賞与引当金繰入額 77,409千円

退職給付引当金繰入額 46,879千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,000千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 2,803千円

機械装置及び運搬具 1,290千円

その他(工具、器具及び備品) 281千円

その他(固定資産解体撤去費用) 387千円

 計 4,762千円

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 6,931千円

機械装置及び運搬具 24千円

その他(工具、器具及び備品) 880千円

その他(固定資産解体撤去費用) 818千円

計 8,655千円

──────

 

 

※３ 減損損失

    当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。

  (1)概要

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び構
築物、土地

静岡支店(静岡市駿河
区)・清水港営業所(静岡
市清水区)・カースポット
藤枝(藤枝市)

    当社グループは、営業店舗ごとを 小単位とし

てグルーピングを行っております。 

 当社の営業店舗の一部について、経営資源の集

中による経営効率化を目的に、統廃合を実施する

ことといたしました。これにより、建物及び構築

物、土地の帳簿価額を回収可能価額まで減額して

おります。

  (2)減損損失の金額

金額 (千円)

建物及び構築物 65,374

土地 315,920

その他 23,620

合計 404,914

  (3)回収可能価額の算定方法等

    回収可能価額の算定に当たっては、正味売却価

額により測定しており、建物及び構築物、土地に

ついては不動産鑑定評価額により評価しておりま

す。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 598,120千円

現金及び現金同等物 598,120千円

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 327,050千円

現金及び現金同等物 327,050千円

 

 

 ２ 重要な非資金取引 

当連結会計年度に当社と合併した非連結子会社

の静岡スバル物流株式会社より引き継いだ資産

及び負債の主な内容は次のとおりであります。 

また、合併により増加した資本金及び資本剰余

金はありません。

合併により引き継いだ資産・負債

流動資産 26,766千円

固定資産 28,476千円

 資産合計 55,243千円

流動負債 13,155千円

 負債合計 13,155千円

 ２               ──────
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

事業の種類は「自動車関連事業」のみとなっておりますので、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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

事業の種類は「自動車関連事業」のみとなっておりますので、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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

在外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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

在外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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高については、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高については、該当事項はありません。 

  

以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。 

・連結貸借対照表関係 

・連結株主資本等変動計算書関係 

・リース取引関係 

・関連当事者との取引 

・税効果会計関係 

・有価証券関係 

・デリバティブ取引関係 

・退職給付関係 

・ストック・オプション等 

  

(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】

(開示の省略)
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

1. 合併の目的 

静岡スバル物流株式会社は、平成８年12月に、車両及び部品の配送業務並びに新車納入整備業務

を集中することによる効率化を目的に、当社100%出資により分社化したものであります。 

当時と比較し、当社の新車販売台数減に比例して、同社の新車納入整備業務量が漸減傾向にある

一方で、当社の整備部門におきましては、車検及び点検の整備台数を年々伸ばしております。 

そこで、今回、静岡スバル物流株式会社を吸収合併し、経営資源の集約化、特に、業務の繁閑に

合わせ機動的に人員配備するなど人的資源の有効活用を図り、収益力強化を目的として合併をいた

しました。 

  

2. 合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併契約承認取締役会   平成19年12月14日 

合併契約締結       平成19年12月14日 

合併契約承認株主総会   （注） 

合併期日（効力発生日）  平成20年２月１日  

合併登記         平成20年２月１日 

(注)本合併は、会社法第796条第3項に定める簡易合併並びに同法第784条第1項に定める略式合

併の規定により、当社及び静岡スバル物流株式会社において合併契約書に関する株主総会

の承認を得ることなく行いました。 

(2) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、静岡スバル物流株式会社は解散いたしました。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 

静岡スバル物流株式会社は当社の100%子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資

本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。 

(4) 会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」(「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成15年10月31日)）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会

計処理を行いました。 

(5) 財産の引継 

合併期日において、静岡スバル物流株式会社の資産及び負債の権利義務の一切を引き継ぎま

した。 

  

(企業結合等関係)
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3. 合併後の状況 

(1) 商号           静岡スバル自動車株式会社 

(2) 主な事業内容       スバル・ポルシェの新車、中古車、部品・用品の販売 

               車両修理、車検・法定点検整備 

(3) 本店所在地        静岡県静岡市清水区長崎南町1番38号 

(4) 代表者          小野田 敦 

(5) 資本金の額        961百万円（合併による資本金の増加はありません。） 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 745.92円

 
１株当たり純資産額 691.56円

 
１株当たり当期純利益 18.14円

 
１株当たり当期純損失 42.72円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式がない

ため、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 109,974 △258,952

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

109,974 △258,952

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,061 6,060

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 536,095 248,616 

受取手形 8,089 638 

売掛金 622,127 471,094 

商品 546,469 546,058 

仕掛品 15,999 13,155 

貯蔵品 6,173 7,273 

前払費用 12,777 11,768 

繰延税金資産 84,082 76,234 

未収入金 171,633 164,298 

その他 5,840 7,388 

貸倒引当金 △39 △19 

流動資産合計 2,009,250 1,546,507 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,197,645 2,172,148 

減価償却累計額 △1,358,537 △1,411,027 

建物（純額） 839,107 761,120 

構築物 408,824 403,970 

減価償却累計額 △305,317 △292,272 

構築物（純額） 103,506 111,697 

機械及び装置 260,742 269,253 

減価償却累計額 △201,242 △209,831 

機械及び装置（純額） 59,500 59,422 

車両運搬具 438,170 470,869 

減価償却累計額 △197,778 △220,859 

車両運搬具（純額） 240,392 250,010 

工具、器具及び備品 258,630 249,662 

減価償却累計額 △219,799 △210,043 

工具、器具及び備品（純額） 38,830 39,619 

土地 2,679,941 2,364,021 

建設仮勘定 2,488 7,065 

有形固定資産合計 3,963,766 3,592,956 

無形固定資産 

借地権 7,948 7,948 

ソフトウエア 24,701 12,689 

電話加入権 7,753 7,753 

無形固定資産合計 40,404 28,392 

投資その他の資産 

投資有価証券 152,966 125,659 

関係会社株式 145,392 145,392 

出資金 290 290 

長期前払費用 8,352 7,207 

繰延税金資産 106,388 278,308 

敷金及び保証金 61,379 58,996 

その他 2,400 2,400 

投資その他の資産合計 477,169 618,254 

固定資産合計 4,481,340 4,239,603 

資産合計 6,490,591 5,786,110 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,036,467 840,885 

未払金 98,929 96,407 

未払費用 75,405 72,100 

未払法人税等 95,759 9,080 

未払消費税等 14,489 6,351 

前受金 29,992 20,010 

預り金 102,096 52,671 

賞与引当金 166,371 127,127 

流動負債合計 1,619,511 1,224,634 

固定負債 

退職給付引当金 319,650 319,828 

役員退職慰労引当金 28,050 29,775 

その他 11,961 11,327 

固定負債合計 359,661 360,931 

負債合計 1,979,173 1,585,565 

純資産の部 

株主資本 

資本金 961,000 961,000 

資本剰余金 

資本準備金 827,360 827,360 

資本剰余金合計 827,360 827,360 

利益剰余金 

利益準備金 240,250 240,250 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,930,000 1,930,000 

繰越利益剰余金 533,467 239,095 

利益剰余金合計 2,703,717 2,409,345 

自己株式 △16,355 △16,593 

株主資本合計 4,475,722 4,181,112 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 35,695 19,433 

評価・換算差額等合計 35,695 19,433 

純資産合計 4,511,418 4,200,545 

負債純資産合計 6,490,591 5,786,110 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

商品売上高 9,431,669 8,450,068 

整備売上高 2,150,354 2,148,658 

その他の営業収益 624,172 542,921 

売上高合計 12,206,196 11,141,648 

売上原価 

商品売上原価 

商品期首たな卸高 535,431 546,469 

当期商品仕入高 8,894,853 8,022,489 

他勘定受入高 755,736 643,633 

合計 10,186,022 9,212,592 

商品他勘定振替高 1,470,080 1,313,627 

商品期末たな卸高 546,469 546,058 

商品売上原価 8,169,471 7,352,906 

整備売上原価 1,383,571 1,364,457 

売上原価合計 9,553,042 8,717,363 

売上総利益 2,653,153 2,424,284 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 84,566 95,527 

販売促進費 287,894 282,059 

運賃 108,258 22,370 

役員報酬 55,629 68,414 

給料 766,304 770,705 

賞与 94,167 104,231 

賞与引当金繰入額 109,851 73,868 

退職金 － 525 

退職給付引当金繰入額 45,311 44,365 

役員退職慰労引当金繰入額 9,800 10,100 

福利厚生費 156,240 161,019 

水道光熱費 46,970 48,036 

通信費 71,127 61,109 

減価償却費 187,735 218,446 

車両費 3,056 2,731 

事務用消耗品費 15,771 16,578 

賃借料 107,128 106,136 

租税公課 80,898 82,534 

その他 267,095 266,802 

販売費及び一般管理費合計 2,497,808 2,435,564 

営業利益又は営業損失（△） 155,344 △11,279 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外収益 

受取利息 390 596 

受取配当金 4,449 6,596 

受取手数料 8,057 6,460 

受取賃貸料 12,824 12,385 

損害保険差益 2,646 － 

受取保険金 － 4,439 

その他 7,870 10,949 

営業外収益合計 36,238 41,428 

営業外費用 

支払利息 2,837 1,299 

貸与資産減価償却費 4,019 3,627 

車両事故損害金 51 － 

支払手数料 － 2,344 

売上割引 959 879 

その他 1,079 948 

営業外費用合計 8,947 9,098 

経常利益 182,636 21,049 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 142 17 

固定資産受贈益 － 5,584 

抱合せ株式消滅差益 22,088 － 

特別利益合計 22,230 5,602 

特別損失 

固定資産除却損 4,762 8,614 

投資有価証券評価損 － 336 

減損損失 － 404,914 

借地権除却損 2,000 － 

賃借物件原状回復費用 4,000 － 

特別損失合計 10,762 413,865 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 194,104 △387,213 

法人税、住民税及び事業税 94,291 5,975 

法人税等調整額 △17,133 △153,364 

法人税等合計 77,158 △147,388 

当期純利益又は当期純損失（△） 116,945 △239,824 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 961,000 961,000 

当期末残高 961,000 961,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 827,360 827,360 

当期末残高 827,360 827,360 

資本剰余金合計 

前期末残高 827,360 827,360 

当期末残高 827,360 827,360 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 240,250 240,250 

当期末残高 240,250 240,250 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 1,140 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △1,140 － 

当期変動額合計 △1,140 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 1,930,000 1,930,000 

当期末残高 1,930,000 1,930,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 451,747 533,467 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 116,945 △239,824 

特別償却準備金の取崩 1,140 － 

当期変動額合計 81,719 △294,371 

当期末残高 533,467 239,095 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,623,137 2,703,717 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 116,945 △239,824 

特別償却準備金の取崩 － － 

当期変動額合計 80,579 △294,371 

当期末残高 2,703,717 2,409,345 
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該当事項はありません。 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △16,355 △16,355 

当期変動額 

自己株式の取得 － △238 

当期変動額合計 － △238 

当期末残高 △16,355 △16,593 

株主資本合計 

前期末残高 4,395,142 4,475,722 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 116,945 △239,824 

自己株式の取得 － △238 

当期変動額合計 80,579 △294,609 

当期末残高 4,475,722 4,181,112 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 62,542 35,695 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△26,846 △16,262 

当期変動額合計 △26,846 △16,262 

当期末残高 35,695 19,433 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 62,542 35,695 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△26,846 △16,262 

当期変動額合計 △26,846 △16,262 

当期末残高 35,695 19,433 

純資産合計 

前期末残高 4,457,684 4,511,418 

当期変動額 

剰余金の配当 △36,366 △54,546 

当期純利益又は当期純損失（△） 116,945 △239,824 

自己株式の取得 － △238 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,846 △16,262 

当期変動額合計 53,733 △310,872 

当期末残高 4,511,418 4,200,545 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式…移動平均法による原

価法

(1) 子会社株式…同左

(2) その他有価証券

  時価のあるもの…期末日の市場価

格等に基づく時

価法

          (評価差額は全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの…同左

  時価のないもの…移動平均法によ

る原価法

  時価のないもの…同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 

 ① 車両 

   個別法による原価法 

 ② 部品・用品 

   移動平均法による原価法 

 ③ その他 

   個別法による原価法

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 商品

 ① 車両

個別法

 ② 部品・用品

移動平均法

 ③ その他

個別法

(2) 仕掛品

  個別法による原価法

(2) 仕掛品

個別法

(3) 貯蔵品

  終仕入原価法による原価法

(3) 貯蔵品

終仕入原価法

 (会計方針の変更）

 当事業年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用し、

評価基準については、原価法から

原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しておりま

す。

 なお、この変更に伴う損益に与

える影響はありません。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法

  また、耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年

工具、器具及び備品 ２～20年

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法

  また、耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年

工具、器具及び備品 ２～20年

 （会計方針の変更）

   法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年3

月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令

平成19年3月30日 政令第83号))

に伴い、当事業年度から平成19年

4月1日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

   この変更に伴い、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ

19,042千円減少しております。

  

 （追加情報）

   当事業年度から、平成19年3月

31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。

   この変更に伴う損益に与える影

響は、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ3,068

千円減少しております。

(2) 無形固定資産

  定額法

  ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用 

  均等償却

(3) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率を基に今後の回収可能性を

勘案した率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給

見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

   役員の賞与支給に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

なお、当事業年度に計上すべき金

額はありません。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると認

められる額を計上しております。

   数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(14年)に

よる定額法により、それぞれ発生

の翌期から費用処理しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【会計処理方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ────── （リース取引に関する会計基準）

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し

ております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては該当がないため、この変更に伴う損益に与える影響

はありません。

【表示方法の変更】

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

「売上割引」は、前事業年度まで営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したた

め区分掲記いたしました。  

なお、前事業年度における「売上割引」の金額は911千

円であります。 

１．前事業年度において「損害保険差益」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業

年度より「受取保険金」として掲記しております。

２．前事業年度において「車両事故損害金」として掲記

されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事

業年度より「支払手数料」として掲記しておりま

す。
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開示内容が定まり次第開示いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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