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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 19,327 △16.2 492 42.9 406 33.0 201 ―
21年3月期第1四半期 23,064 ― 344 ― 305 ― △33 ―

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 6.18 ―
21年3月期第1四半期 △0.98 ―

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 65,316 8,582 11.9 238.63
21年3月期 66,005 8,263 11.3 228.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,772百万円 21年3月期  7,452百万円

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 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 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  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

第2四半期 
連結累計期間

44,000 △7.7 1,000 △13.9 800 △18.2 300 ― 9.07

通期 93,000 △0.5 2,500 4.5 2,000 3.7 800 ― 23.79
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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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。なお、業績予想に関する事項は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下さい。 
・連結業績予想の1株当たり当期純利益の算定につきましては、第１四半期連結会計期間末以後、新株引受権の権利行使によって増加した株式数を考慮
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） 22年3月期第1四半期 34,293,693株 21年3月期  34,293,693株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,724,315株 21年3月期  1,724,315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 32,569,378株 21年3月期第1四半期 33,918,228株
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①業績全般の概況 
当第1四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年6月30日までの3ヶ月間）の業績は、連結売上
高は193億27百万円（前年同期比16.2％減）、営業利益は4億92百万円（前年同期比42.9％増）、経常利益
は4億6百万円（前年同期比33.0％増）、四半期純利益は2億1百万円（前年同期は33百万円の四半期純損
失）となりました。 
 当社グループの連結業績は、中核事業であります自動車販売関連事業において国内新車販売の低迷が続
く厳しい環境の中で、新車、中古車を合わせた自動車販売台数が11,841台と、前年同期に比べ3,039台
（20.4％）減少いたしましたが、「新車販売に左右されない企業体質」をテーマに、中古車部門やサービ
ス部門の収益性の改善や経費の削減に注力いたしました。また、環境関連事業は当初計画以上の売上高を
確保し、その他事業は概ね計画通りに推移いたしました。 
 その結果、売上高は減少したものの、第1四半期連結累計期間における営業利益、経常利益及び四半期
純利益は過去最高となりました。 
  
②事業の種類別セグメントの業績概況 
[自動車販売関連事業] 
 新車部門では、ハイブリッド車等の受注が好調なホンダ車の販売台数が1,013台（前年同期比1.9％
減）、日産車の販売台数が3,232台（前年同期比26.3％減）となり、当社グループの新車販売台数は
4,308台（前年同期比22.8％減）となりました。 
 中古車部門では、輸出台数は1,657台（前年同期比9.9％減）となり、国内販売を含めた当社グループ
の中古車販売台数は7,533台（前年同期比19.0％減）となりました。 
 サービス部門では、点・車検、修理、手数料収入等の収益性が向上したため、増益となりました。 
 以上の結果、売上高は180億2百万円（前年同期比20.3％減）、営業利益は3億60百万円（前年同期比
2.3％増）となりました。 

  

[不動産賃貸事業] 
 前連結会計年度に取得した物件の賃料収入が計上されたため、売上高は1億25百万円（前年同期比
21.7％増）、営業利益は61百万円（前年同期比11.3％増）となりました。 

  

[環境関連事業] 
 今後、社会的ニーズが高まるであろうことから、環境関連ビジネスとして省電力装置の製造販売を行
っており、主にイギリス、ブラジル、シンガポール、南アフリカ共和国等の地域における商談を推進
し、国内外の製造販売体制構築に注力しております。 
 当第1四半期連結累計期間については、特にイギリス向けの販売台数が好調に推移した結果、売上高
は5億20百万円（前年同期比195.8％増）、営業利益は1億36百万円（前年同期比387.3％増）と大幅な増
収増益となりました。 

  

[その他の事業] 
 住宅関連事業、投資関連事業の当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、「5.【四半期連結
財務諸表】（5）セグメント情報」に記載のとおりであります。  

  

  
 当第1四半期連結会計期間末における総資産は653億16百万円となり、前連結会計年度末660億5百万
円と比較し6億88百万円減少いたしました。流動資産は162億99百万円となり、3億90百万円増加いた
しました。これは主に商品、未収入金、売掛金の減少、現金及び預金の増加によるものであります。
固定資産は490億17百万円となり、10億78百万円減少いたしました。これは主に建物、車両運搬具、
のれんの減少によるものであります。 
 負債合計は567億34百万円となり、前連結会計年度末577億41百万円と比較し10億7百万円減少いた
しました。流動負債は420億88百万円となり、22億76百万円減少いたしました。これは主に未払費用
の増加、買掛金、未払金の減少によるものであります。固定負債は146億45百万円となり、12億68百
万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加、預り保証金、受入建設協力金の減少によるも
のであります。 
 純資産合計は85億82百万円となり、前連結会計年度末82億63百万円と比較し3億18百万円増加いた
しました。 

  

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年3月期 第2四半期累計期間の連結業績予想につきましては、平成21年5月15日付け「決算
短信」から修正しております。詳細は、本日別途開示いたします「第2四半期累計期間業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 なお、平成22年3月期 通期の連結業績予想につきましては、平成21年5月15日付け「決算短信」の
業績予想を据え置いておりますが、下期の経済動向及び業績の推移に応じて修正の必要が生じた場合
には速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①たな卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末
に係る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。  
②固定資産の減価償却費の算定方法 
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。  
③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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には前連結会計年度の決算において使用した将
来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の適用 
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事契約について工事完成基準を適
用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及
び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を
当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第
１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進
行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用して
おります。 
  これにより、売上高は17,631千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は1,865
千円それぞれ増加しております。 
  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。 

  

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
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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 3,831,786 1,908,065

受取手形及び売掛金 3,006,427 3,319,584

商品及び製品 4,150,134 4,755,606

仕掛品 423,786 386,728

原材料及び貯蔵品 87,721 86,003

その他 4,865,050 5,517,409

貸倒引当金 △65,845 △64,728

流動資産合計 16,299,061 15,908,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,632,802 17,836,051

減価償却累計額 △10,186,777 △10,042,608

建物及び構築物（純額） 7,446,024 7,793,443

機械装置及び運搬具 2,994,260 3,360,941

減価償却累計額 △1,508,655 △1,532,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,485,604 1,828,558

土地 18,095,943 18,201,469

その他 2,528,949 2,474,472

減価償却累計額 △1,324,845 △1,229,621

その他（純額） 1,204,103 1,244,850

有形固定資産合計 28,231,676 29,068,321

無形固定資産   

のれん 12,455,977 12,649,790

その他 657,155 665,411

無形固定資産合計 13,113,133 13,315,201

投資その他の資産   

投資有価証券 4,950,601 4,889,351

その他 2,958,823 3,069,680

貸倒引当金 △236,625 △246,201

投資その他の資産合計 7,672,799 7,712,830

固定資産合計 49,017,609 50,096,353

資産合計 65,316,671 66,005,023
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,890,337 9,139,723

短期借入金 27,957,061 26,929,105

未払法人税等 49,174 509,257

賞与引当金 385,470 825,537

その他 5,806,627 6,961,087

流動負債合計 42,088,671 44,364,711

固定負債   

社債 170,000 170,000

長期借入金 9,407,489 7,670,548

退職給付引当金 1,666,898 1,706,757

役員退職慰労引当金 73,065 69,800

その他 3,327,880 3,759,493

固定負債合計 14,645,333 13,376,599

負債合計 56,734,004 57,741,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,378,700 2,378,700

資本剰余金 908,891 908,891

利益剰余金 4,707,199 4,505,812

自己株式 △218,694 △218,694

株主資本合計 7,776,095 7,574,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,950 △122,106

評価・換算差額等合計 △3,950 △122,106

新株予約権 62,500 46,960

少数株主持分 748,020 764,150

純資産合計 8,582,666 8,263,712

負債純資産合計 65,316,671 66,005,023
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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 23,064,685 19,327,263

売上原価 18,720,102 15,255,388

売上総利益 4,344,583 4,071,875

販売費及び一般管理費 3,999,819 3,579,365

営業利益 344,764 492,510

営業外収益   

受取賃貸料 24,736 34,276

為替差益 43,237 1,850

その他 45,051 57,364

営業外収益合計 113,026 93,490

営業外費用   

支払利息 125,333 127,910

その他 26,909 51,785

営業外費用合計 152,243 179,696

経常利益 305,546 406,305

特別利益   

固定資産売却益 14,680 281

受取保険金 8,102 －

違約金収入 － 358,664

その他 6,811 48,571

特別利益合計 29,594 407,516

特別損失   

減損損失 － 349,101

投資有価証券評価損 69,470 －

貸倒引当金繰入額 83,500 －

その他 75,132 22,762

特別損失合計 228,102 371,864

税金等調整前四半期純利益 107,038 441,957

法人税、住民税及び事業税 54,307 33,883

法人税等調整額 44,623 199,978

法人税等合計 98,931 233,861

少数株主利益 41,278 6,707

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,171 201,387
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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利益 107,038 441,957

減価償却費 380,163 438,631

のれん償却額 191,856 189,099

減損損失 － 349,101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,185 4,729

賞与引当金の増減額（△は減少） △480,977 △440,067

支払利息 125,333 127,910

投資有価証券評価損益（△は益） 69,470 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,542,718 445,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 211,252 509,629

仕入債務の増減額（△は減少） △5,096,269 △1,249,386

その他 1,273,481 487,350

小計 △1,597,747 1,304,226

利息及び配当金の受取額 58,582 10,996

利息の支払額 △73,937 △109,721

法人税等の支払額 △976,745 △505,824

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,589,846 699,676

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 △881,798 △388,344

有形固定資産の売却による収入 509,459 483,054

投資有価証券の取得による支出 △169,799 △37,971

投資有価証券の売却による収入 214,378 140,464

貸付けによる支出 △203,388 △1,953

貸付金の回収による収入 253,230 220,433

その他 △86,940 △49,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △364,858 366,210

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） 3,522,817 502,664

長期借入れによる収入 － 1,380,000

長期借入金の返済による支出 △587,285 △917,767

配当金の支払額 △135,672 －

その他 △25,891 △110,099

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,773,968 854,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,549 △2,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,186 1,917,720

現金及び現金同等物の期首残高 2,297,738 1,908,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,125,552 3,825,786
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
 (注)1  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

2  各事業区分の主な事業内容  

自動車販売関連事業……自動車の販売、修理及びレンタル等、自動車用品の販売等  

住宅関連事業……………住宅の販売及び建築請負等  

不動産賃貸事業…………不動産の賃貸  

投資関連事業……………有価証券投資、投資先企業のサポート業務及び経営コンサルティング業務等  

環境関連事業……………電力制御機器装置の設計、開発及び販売等  

  

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) 

 
 (注)1  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

2  各事業区分の主な事業内容  

自動車販売関連事業……自動車の販売、修理及びレンタル等、自動車用品の販売等  

住宅関連事業……………住宅の販売及び建築請負等  

不動産賃貸事業…………不動産の賃貸  

投資関連事業……………有価証券投資、投資先企業のサポート業務及び経営コンサルティング業務等  

環境関連事業……………電力制御機器装置の設計、開発及び販売等  

3  工事契約に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比較して、住宅関連事業において当第１四半期連結累計期間の売上高が17,631千円増加

し、営業損失が1,865千円減少しております。 

(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】

自動車販売 

関連事業 

(千円)

住宅関連 

事業 

(千円)

不動産賃貸 

事業 

(千円)

投資関連 

事業 

(千円)

環境関連 

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
22,592,338 186,916 102,750 6,753 175,926 23,064,685 － 23,064,685

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

9,688 68,317 10,868 11,600 － 100,475 （100,475） －

計 22,602,026 255,233 113,619 18,353 175,926 23,165,160 （100,475） 23,064,685

営業利益 

(△は営業損失)
352,854 △29,215 55,505 △9,475 27,993 397,663 （52,899） 344,764

自動車販売 

関連事業 

(千円)

住宅関連 

事業 

(千円)

不動産賃貸 

事業 

(千円)

投資関連 

事業 

(千円)

環境関連 

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
18,002,960 678,941 125,032 － 520,328 19,327,263 － 19,327,263

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

8,310 33,969 10,868 13,330 － 66,478 （66,478） －

計 18,011,271 712,911 135,901 13,330 520,328 19,393,742 （66,478） 19,327,263

営業利益 

(△は営業損失)
360,940 △14,228 61,799 △10,136 136,408 534,783 （42,272） 492,510
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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) 

  
  全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
記載を省略しております。 

  

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) 

  
  在外子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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) 

  
  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

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) 

  
  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

    該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(株主資本等関係)
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