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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 2,210 △21.9 △94 ― △89 ― △57 ―
21年3月期第1四半期 2,832 ― △47 ― △39 ― △25 ―

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 △9.42 ―
21年3月期第1四半期 △4.27 ―

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 5,650 4,121 72.9 680.04
21年3月期 5,820 4,191 72.0 691.56

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,121百万円 21年3月期  4,191百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

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

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) 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、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。］ 

(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「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 6,100,000株 21年3月期 6,100,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 39,795株 21年3月期 39,795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 6,060,205株 21年3月期第1四半期 6,060,537株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界経済の急激な落ち込みにより自動車・電機業界などの輸出企

業を中心に企業業績が大幅に悪化いたしました。その影響で、雇用情勢や所得環境の悪化等、景気の先行

き不透明感が増したことにより個人消費が引き続き低迷し、国内経済は低調のまま推移いたしました。 

 自動車販売業界におきましては、国の緊急経済対策の一環としてエコカー補助などの需要促進策が講

じられたものの、国内の自動車販売台数は引き続き前年同期実績を20％近く下回って推移しており、非常

に厳しい状況にあります。 

 このような環境の中、当社におきましても、スバル新車販売台数合計が前年同期に比べ減少したほ

か、販売単価の大きい登録車の比率が減少したことなどにより、売上高は22億１千万円（前年同期比

21.9%減）となりました。売上高の減少に伴い、経常損失は８千９百万円（前年同期は３千９百万円の損

失）、四半期純損失は５千７百万円（前年同期は２千５百万円の損失）となりました。 

  

スバル新車販売台数の合計が567台（前年同期比26.0%減）にとどまったほか、上記のとおり平均販売

単価も下落したため、売上高は９億３千２百万円（前年同期比28.3%減）となりました。 

なお、平成21年５月20日にフルモデルチェンジいたしました「レガシィ」は販売期間が短く、第１四

半期業績への影響は軽微でありました。  

個人向けとなる小売販売台数は182台（前年同期比1.7%増）と前年同期並みとなったものの、新車販

売台数の落ち込みによる入庫台数の減少により、卸売販売台数は204台（前年同期比50.5%減）となりま

した。 

この結果、中古車販売台数は386台（前年同期比34.7%減）、売上高は２億２千７百万円（前年同期比

25.4%減）となりました。 

ボルボ車の新車販売台数は11台（前年同期比22.2%増）となりましたが、ポルシェ車の新車販売台数

が20台（前年同期比31.0%減）にとどまったほか、輸入車中古車の販売も伸び悩んだため、売上高は３

億１千万円（前年同期比32.6%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２台（前年同期比66.7%減）、売上高は１千３百

万円（前年同期比52.7%減）となりました。 

ほぼ前年同期並みの水準で推移しており、売上高は９千４百万円（前年同期比0.4%増）となりまし

た。 

新車販売の落ち込みが続き、車検・点検の対象台数が徐々に減る傾向にありますが、販売・サービス

の連携による入庫促進活動により、定期点検（車検・12ヶ月点検）の入庫台数はほぼ前年同期並みとな

りました。また、新車販売時にお勧めしている「点検パック」（新車納入後一定期間の定期点検をパッ

ケージ化した商品）の加入台数増に伴い、６ヶ月点検の入庫台数は年々増加しております。 

以上の結果、売上高は５億３千５百万円（前年同期比1.3%増）となりました。 

・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

 スバル新車販売部門

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

－ 3 －

静岡スバル自動車㈱（7473）平成22年３月期　第１四半期決算短信



主たる内訳は、販売に伴い収受する手数料、保険取扱手数料ならびに新車販売に対する販売奨励金で

あり、９千６百万円（前年同期比15.0%減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億６千９百万円減少し、56億５千

万円となりました。 

これは、スバル新車の新型車発売の影響等による商品在庫の増加１億５千８百万円があったものの、繁

忙期の３月に比べて受取手形及び売掛金が１億２千５百万円減少したこと、売掛債権の回収を上回る買掛

金、配当金の支払により現金及び預金が１億２千３百万円減少したことが主な要因であります。一方、負

債合計も上記買掛債務の支払により15億２千８百万円と前連結会計年度末に比べ１億円の減少、純資産合

計も利益剰余金の減少等により41億２千１百万円と前連結会計年度末に比べ６千９百万円の減少となりま

した。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の72.0％から72.9％となりました。 

  

平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年５月14日付

「平成21年３月期 決算短信」にて公表いたしました業績予想数値に変更ありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚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価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、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。 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による

概算額で計上する方法によっております。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

その他営業収益

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 経過勘定項目の算定方法

⑤ 税金費用の計算
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（四半期連結損益計算書） 

「受取手数料」は、前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「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、前第１四半期連結累計期間における「受取手数料」の金額は1,215千円であります。 

  
  

(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

 表示方法の変更
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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：千円）

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 203,502 327,050

受取手形及び売掛金 358,473 483,584

商品 768,777 609,957

仕掛品 11,606 13,155

貯蔵品 8,263 7,309

その他 216,108 257,188

貸倒引当金 △440 △172

流動資産合計 1,566,291 1,698,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 856,834 873,326

土地 2,364,021 2,364,021

その他（純額） 354,955 367,944

有形固定資産合計 3,575,811 3,605,291

無形固定資産 26,094 29,114

投資その他の資産 481,939 487,629

固定資産合計 4,083,844 4,122,035

資産合計 5,650,136 5,820,109

負債の部   

流動負債   

買掛金 649,050 856,119

未払法人税等 4,853 9,470

賞与引当金 203,590 132,521

その他 282,217 258,673

流動負債合計 1,139,711 1,256,783

固定負債   

退職給付引当金 343,949 327,448

役員退職慰労引当金 33,424 33,500

その他 11,817 11,327

固定負債合計 389,191 372,276

負債合計 1,528,903 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 2,324,537 2,399,849

自己株式 △16,593 △16,593

株主資本合計 4,096,304 4,171,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,929 19,433

評価・換算差額等合計 24,929 19,433

純資産合計 4,121,233 4,191,049

負債純資産合計 5,650,136 5,820,109
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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：千円）

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 2,832,183 2,210,904

売上原価 2,232,056 1,715,114

売上総利益 600,127 495,789

販売費及び一般管理費 647,796 590,386

営業損失（△） △47,668 △94,596

営業外収益   

受取利息 198 75

受取配当金 5,315 3,643

受取手数料 － 1,325

その他 3,741 1,512

営業外収益合計 9,255 6,555

営業外費用   

支払利息 156 498

支払手数料 154 299

売上割引 216 199

その他 180 56

営業外費用合計 707 1,053

経常損失（△） △39,121 △89,094

特別利益   

貸倒引当金戻入額 22 －

特別利益合計 22 －

特別損失   

固定資産除却損 157 951

特別損失合計 157 951

税金等調整前四半期純損失（△） △39,256 △90,045

法人税等 △13,353 △32,914

四半期純損失（△） △25,902 △57,131
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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）

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損失（△） △39,256 △90,045

減価償却費 57,105 57,255

有形固定資産除却損 157 951

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 268

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,715 71,069

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,717 16,501

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,225 △76

受取利息及び受取配当金 △5,513 △3,718

支払利息 156 498

売上債権の増減額（△は増加） 204,233 125,111

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,375 △111,452

その他の資産の増減額（△は増加） 131,170 86,186

仕入債務の増減額（△は減少） △350,523 △212,911

その他の負債の増減額（△は減少） △77,421 19,579

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,667 5,456

小計 2,606 △35,325

利息及び配当金の受取額 5,513 3,718

利息の支払額 △156 △498

法人税等の支払額 △87,062 △4,623

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,099 △36,728

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △90,312 △69,768

その他の支出 △275 －

その他の収入 1,816 1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,771 △68,639

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 △238 －

配当金の支払額 △36,366 △18,180

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,604 △18,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204,476 △123,548

現金及び現金同等物の期首残高 598,120 327,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,644 203,502

－ 8 －
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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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 9 －
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