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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 5,134 △1.4 227 99.5 171 147.2 166 213.4
21年3月期第1四半期 5,205 ― 114 ― 69 ― 53 ―

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

22年3月期第1四半期 7.64 ―

21年3月期第1四半期 2.44 2.43

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

22年3月期第1四半期 10,205 1,871 18.3 △5.89

21年3月期 10,478 1,725 16.5 △13.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,871百万円 21年3月期  1,725百万円

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  

（注）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、
３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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,275 △7.2 220 33.8 111 279.3 101 ― 4.67

通期 20,468 △8.3 522 61.0 305 186.6 285 ― 12.22
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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) 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、５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） 

(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
については、3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.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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,155,600株 21年3月期  16,155,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  237株 21年3月期  237株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,155,600株 21年3月期第1四半期 16,155,600株
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(参考）種類株式の配当と発行済株式数

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。

種類株式A

種類株式B

種類株式A

種類株式B

種類株式A

種類株式B

（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） 22年3月期第1四半期 株 21年3月期 株

 ② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 株 21年3月期 株

 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 株 21年3月期第1四半期 株

(注) 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に含めております。

(2)種類株式B
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 株 21年3月期 株

 ② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 株 21年3月期 株

 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 株 21年3月期第1四半期 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。

(基準日)

21年3月期

22年3月期

22年3月期

（予想)

666,666 666,666

00

5,597,100

0

666,666 666,666

5,597,100

0

5,597,100 5,597,100

円　銭

-

-

-

-

-

-

円　銭

-

-

-

-

円　銭

-

-

円　銭

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

円　銭

0.00

30.00

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

3



 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出の減少や鉱工業生産の低迷など企業部門における停滞色が濃くなってお

ります。個人消費については、物価の落ち着きや定額給付金などの刺激策がプラス要因にあったものの、景気の先行

き見通し難から慎重な見方が大勢を占めております。 

 自動車業界におきましては、エコカー減税や環境意識の高まりから軽四自動車やハイブリッド車など低燃費をメイ

ンとする車両に需要が集中し、一部車種の生産が回復してきました。 

 こうした中で、当社グループは国内メーカーすべての車種を取り扱うことができるという強みを活かし、中古自動

車販売事業に注力するとともに、オートオークション事業においても新鮮な車両を誘致する為のキャンペーンを行

い、出品台数の増加につなげる等あらゆる収益機会を捉えてまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は中古自動車販売が 台（前年同期比 ％減）となったことな

どから、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）にとどまりましたが、前期施策による売却車両の粗利改善や閉

鎖店舗に係る賃料の圧縮、コスト削減チームによる経費削減等により、営業利益 百万円（前年同期比 ％

増）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）と利益面で大きく改善し、四半期純利益は 百万円となりまし

た。 

   

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。流動資産は 百万円となり、 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（ 百万円）

等です。固定資産は 百万円となり、 百万円減少いたしました。有形固定資産は 百万円となり、 百万円

減少、無形固定資産は 百万円となり、 百万円減少いたしました。投資その他の資産は 百万円となり、 百万

円減少いたしました。主な要因は、長期貸付金の減少（ 百万円）、長期差入保証金の減少（ 百万円）、貸倒引

当金の減少（ 百万円）等です。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。流動負債は 百万円となり、 百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金の減少（ 百万円）等で

す。固定負債は 百万円となり、 百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少（ 百万円）等

です。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしま

した。主な要因は、当四半期純利益（ 百万円）の計上による増加です。この結果、自己資本比率は前連結会計年

度末の ％から ％となりました。 

（キャッシュ・フローについて） 

 当第１四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 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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、 百万円(前年同期は 百万円の増加)と

なりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益（ 百万円）、たな卸資産の減少（ 百万円）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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、 百万円（前年同期は 百万円の増加）

となりました。 

 これは主に差入保証金の回収による収入（ 百万円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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、 百万円（前年同期は 百万円の減少）

となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出（ 百万円）等によるものであります。 

  

 平成21年５月15日に公表した業績予想を修正しておりません。 

  

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

5,406 13.4

5,134 1.4

227 99.5

171 147.2 166

２．連結財政状態に関する定性的情報

10,205 273

3,532 144 224

6,673 128 6,016 8

117 3 538 117

406 132

408

8,333 419

4,024 215 152

4,308 203 147

1,871 146

166

16.5 18.3

1,373 106

308 10

171 225

123 11

136

325 157

217

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 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。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

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）

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,373 1,267

受取手形及び売掛金 91 89

商品及び製品 1,726 1,951

原材料及び貯蔵品 5 7

その他 348 370

貸倒引当金 △14 △8

流動資産合計 3,532 3,677

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422 429

土地 5,287 5,287

その他（純額） 306 307

有形固定資産合計 6,016 6,024

無形固定資産 117 120

投資その他の資産   

長期貸付金 17 424

差入保証金 490 622

その他 69 56

貸倒引当金 △39 △448

投資その他の資産合計 538 655

固定資産合計 6,673 6,801

資産合計 10,205 10,478
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 163 315

短期借入金 1,928 2,010

関係会社短期借入金 300 300

1年内返済予定の長期借入金 384 387

1年内返済予定の関係会社長期借入金 240 243

リース債務 15 13

未払金 510 536

未払法人税等 9 24

賞与引当金 69 43

その他 402 364

流動負債合計 4,024 4,240

固定負債   

長期借入金 1,715 1,863

関係会社長期借入金 2,159 2,223

リース債務 51 43

その他 382 383

固定負債合計 4,308 4,512

負債合計 8,333 8,752

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 517 371

自己株式 △0 △0

株主資本合計 1,871 1,725

純資産合計 1,871 1,725

負債純資産合計 10,205 10,478
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,205 5,134

売上原価 4,050 3,896

売上総利益 1,155 1,237

販売費及び一般管理費 1,041 1,009

営業利益 114 227

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 0

受取地代家賃 6 2

受取手数料 12 0

その他 5 6

営業外収益合計 24 9

営業外費用   

支払利息 60 57

賃貸収入原価 6 3

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 3 4

営業外費用合計 69 65

経常利益 69 171

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産売却益 2 －

その他 0 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

たな卸資産評価損 12 －

その他 3 －

特別損失合計 15 －

税金等調整前四半期純利益 58 171

法人税、住民税及び事業税 4 4

法人税等合計 4 4

四半期純利益 53 166
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 58 171

減価償却費 31 30

引当金の増減額（△は減少） 3 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 7

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 60 57

固定資産売却損益（△は益） △2 －

その他の特別損益（△は益） 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 6 △2

たな卸資産の増減額（△は増加） 242 225

未収入金の増減額（△は増加） 170 18

仕入債務の増減額（△は減少） △83 △152

未払金の増減額（△は減少） △248 △26

その他 △136 44

小計 103 399

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △72 △69

法人税等の支払額 △20 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 10 308

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 △3 △3

有形固定資産の売却による収入 15 －

無形固定資産の取得による支出 △1 －

差入保証金の回収による収入 － 136

その他 1 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー 11 123

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 50 －

短期借入金の返済による支出 △60 △82

長期借入金の返済による支出 △94 △217

リース債務の返済による支出 △14 △5

配当金の支払額 △37 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △157 △325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134 106

現金及び現金同等物の期首残高 2,004 1,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,869 1,373
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社グループは、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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上がないため、該当事項はありません。 

   

 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

６．その他の情報
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