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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,963 △17.3 680 △36.9 699 △37.0 357 △59.8

21年3月期第2四半期 4,792 ― 1,079 ― 1,110 ― 888 ―

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2四半期 4,018.16 4,000.14
21年3月期第2四半期 9,626.63 9,584.98

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2四半期 16,159 8,700 53.6 97,308.75
21年3月期 16,977 8,604 50.5 96,284.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,660百万円 21年3月期  8,569百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1,500.00 ― 3,000.00 4,500.00

22年3月期 ― 1,000.00

22年3月期 
（予想）

― 2,000.00 3,000.00

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 8,406 △8.9 1,500 △18.8 1,540 △18.7 809 △36.6 9,091.72
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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.その他をご覧下さい。 

(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） 

※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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な
要因により予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提条件その他の関連する事項については、４ページを参照してください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 93,200株 21年3月期  93,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,202株 21年3月期  4,202株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 88,998株 21年3月期第2四半期 92,297株
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当第２四半期（６ヶ月、以下同じ。）におけるわが国経済は、昨年後半から急激に悪化した景気

には一部に底打ち感が見られるものの、雇用情勢・所得環境の厳しさにより個人消費が冷え込むな

ど、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの属する自動車業界では、景気悪化の影響から大幅減が続いていた新車登録台数が

新車購入補助金や減税効果により平成21年９月には前年同月を上回るなど、持ち直しの傾向が出始

めたものの、当第２四半期累計では前年同期比10.0％減にとどまりました。中古車オークション市

場では、下取りを中心とした中古車の発生が減少したため、総出品台数は24.6％減となりました。

このような事業環境下、当社グループにおいては、当第２四半期の業績は次のとおりとなりまし

た。現車オークション事業では、上記による全国的な出品車両の不足の影響から、葛西会場は出品

台数が54,894台（前年同期比41.6％減）、売上高が９億97百万円（同28.8％減）に、つくば会場も

出品台数が22,000台（同35.1％減）、売上高が２億14百万円（同35.8％減）にとどまりました。一

方、ＨＡＡ神戸会場は出品台数が195,221台（同9.8％減）、売上高が25億33百万円（同7.2％減）

と減少幅は比較的軽微な推移となりました。３会場合計では、出品台数が272,115台（同21.0％

減）、売上高が37億45百万円（同16.1％減）となりました。また、ネットワークオークション事業

では、現車オークション会場への在宅応札参加のサービスについて、衛星通信を利用したシステム

を、会員の月額利用料がより低額なインターネットによる「ＷＥＢリアル」サービスへと一本化い

たしました。これにより、売上高は２億17百万円（同33.7％減）となりました。なお、特別損失と

して、サービスの一本化に伴う固定資産除却損42百万円、その他７百万円を計上いたしました。 

以上の結果、当第２四半期における業績は、売上高は、39億63百万円（前年同期比17.3％減）、

営業利益は６億80百万円（同36.9％減）、経常利益は６億99百万円（同37.0％減）、四半期純利益

は３億57百万円（同59.8％減）となりました。 

  

  

(1) 財政状態 

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末の169億77百万円から８億18百万円減少

し、161億59百万円となりました。資産の部では、流動資産合計は、オークション業務に関連し

て発生する会員に対する債権であるオークション貸勘定が２億31百万円減少したこと等により前

連結会計年度末比５億27百万円減の28億27百万円となりました。また、固定資産合計は、減価償

却が進んだことに加え、衛星通信を利用したネットワークオークションシステム関連設備の除却

等により２億90百万円減の133億32百万円となりました。 

負債合計は、オークション借勘定が５億26百万円減少したこと等により前連結会計年度末比９

億14百万円減の74億58百万円となりました。 

純資産の部合計は、四半期純利益３億57百万円を計上した一方、剰余金の配当２億66百万円を

行ったこと等により、前連結会計年度末比95百万円増の87億円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当第２四半期末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

比３億10百万円減の27百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、前年同期比16億77百万円減の１億33百万円の獲得となりました。これ

は主に、オークション勘定の増減額が前年同期比10億94百万円減となったこと及び税金等調整前

四半期純利益が８億98百万円減となったこと等によるものです。 

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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、前年同期が７億45百万円の獲得であったのに対し、１億28百万円の支

出となりました。これは主に、前年同期は投資有価証券の売却による収入11億17百万円があった

ことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、前年同期比19億51百万円減の３億15百万円の支出となりました。これ

は主に、前年同期は上記の投資有価証券売却による資金を原資に短期借入金を返済したことによ

るものです。 

  

  

当第２四半期の業績は概ね想定どおりに推移しており、平成21年５月12日公表の業績予想に変更

はありません。 

  

  

(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） 

該当事項はありません。 

  

(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 

法人税等の納付額の算定に関して、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、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ので、前連結会計年度において使用した将来

の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

   

(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 

該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 97,609 408,425

オークション貸勘定 2,477,799 2,708,994

原材料及び貯蔵品 30,033 42,848

その他 284,309 258,596

貸倒引当金 △62,389 △63,752

流動資産合計 2,827,362 3,355,113

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,615,446 4,778,952

土地 5,355,312 5,355,312

その他（純額） 293,872 341,909

有形固定資産合計 10,264,632 10,476,175

無形固定資産 1,370,780 1,462,667

投資その他の資産   

その他 1,725,992 1,713,184

貸倒引当金 △29,357 △29,357

投資その他の資産合計 1,696,635 1,683,827

固定資産合計 13,332,048 13,622,670

資産合計 16,159,410 16,977,783

負債の部   

流動負債   

オークション借勘定 2,972,664 3,499,424

短期借入金 1,808,320 1,857,500

未払法人税等 84,238 203,130

賞与引当金 103,014 94,663

その他 847,784 1,076,307

流動負債合計 5,816,023 6,731,026

固定負債   

退職給付引当金 153,314 142,600

その他 1,489,392 1,499,411

固定負債合計 1,642,707 1,642,012

負債合計 7,458,730 8,373,038
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,689,575 1,689,575

資本剰余金 2,867,222 2,867,222

利益剰余金 4,636,564 4,545,949

自己株式 △533,766 △533,766

株主資本合計 8,659,595 8,568,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 689 126

評価・換算差額等合計 689 126

新株予約権 40,395 35,636

純資産合計 8,700,680 8,604,744

負債純資産合計 16,159,410 16,977,783
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,792,392 3,963,005

売上原価 2,056,804 1,753,567

売上総利益 2,735,588 2,209,438

販売費及び一般管理費 1,656,473 1,528,954

営業利益 1,079,114 680,483

営業外収益   

受取利息 20 8

受取配当金 120 73

不動産賃貸料 34,958 38,876

その他 41,707 28,862

営業外収益合計 76,806 67,819

営業外費用   

支払利息 20,563 8,134

不動産賃貸費用 21,542 30,674

持分法による投資損失 － 9,884

その他 3,577 40

営業外費用合計 45,682 48,733

経常利益 1,110,238 699,569

特別利益   

固定資産売却益 781 230

投資有価証券売却益 456,530 －

貸倒引当金戻入額 580 －

特別利益合計 457,892 230

特別損失   

固定資産売却損 856 －

固定資産除却損 19,417 43,283

その他 － 7,469

特別損失合計 20,274 50,752

税金等調整前四半期純利益 1,547,856 649,047

法人税等 659,347 291,438

四半期純利益 888,508 357,608
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,547,856 649,047

減価償却費 427,705 345,627

オークション勘定の増減額 798,785 △295,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △793 △1,362

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,377 8,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,454 10,713

受取利息及び受取配当金 △140 △81

支払利息 20,563 8,134

有形固定資産除売却損益（△は益） 19,492 －

固定資産除売却損益（△は益） － 43,052

投資有価証券売却損益（△は益） △456,530 －

持分法による投資損益（△は益） － 9,884

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,290 7,656

その他 △321,065 △182,552

小計 2,054,994 602,904

利息及び配当金の受取額 140 81

利息の支払額 △19,150 △7,075

法人税等の支払額 △225,381 △462,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,810,602 133,140

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 △121,678 △51,823

有形固定資産の売却による収入 962 307

有形固定資産の除却による支出 － △394

無形固定資産の取得による支出 △191,178 △47,139

投資有価証券の売却による収入 1,117,200 －

関係会社株式の取得による支出 △60,000 △30,000

長期貸付金の回収による収入 374 365

その他 △135 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 745,544 △128,683

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） △1,163,000 825,820

長期借入金の返済による支出 △875,000 △875,000

配当金の支払額 △229,191 △266,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,267,191 △315,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,955 △310,816

現金及び現金同等物の期首残高 585,204 338,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 874,160 27,609
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社グループは、単一セグメントである中古車オークション事業並びにそれに付帯する事業

を行っており、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

当社グループは、単一セグメントである中古車オークション事業並びにそれに付帯する事業

を行っており、該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

(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。 
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６．中古車オークション等の状況 

(１) 中古車オークションの状況 

① 葛西会場 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品台数 （台） 94,049 54,894 58.4％ 175,195 

成約台数 （台） 45,599 34,519 75.7％ 86,444 

成約率 （％） 48.5 62.9 ＋14.4pts 49.3 

成約車両取扱額 （百万円） 37,102 27,923 75.3％ 68,589 

開催回数 （回） 25 25 100.0％ 51 

 
② つくば会場 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品台数 （台） 33,922 22,000 64.9％ 70,790 

成約台数 （台） 16,095 9,772 60.7％ 29,656 

成約率 （％） 47.4 44.4 △3.0pts 41.9 

成約車両取扱額 （百万円） 3,833 1,887 49.2％ 6,232 

開催回数 （回） 24 24 100.0％ 49 

 
③ ＨＡＡ神戸会場 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品台数 （台） 216,325 195,221 90.2％ 441,859 

成約台数 （台） 110,663 109,182 98.7％ 222,073 

成約率 （％） 51.2 55.9 ＋4.7pts 50.3 

成約車両取扱額 （百万円） 81,561 79,703 97.7％ 154,548 

開催回数 （回） 24 24 100.0％ 49 

 
④ 合計 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品台数 （台） 344,296 272,115 79.0％ 687,844 

成約台数 （台） 172,357 153,473 89.0％ 338,173 

成約率 （％） 50.1 56.4 ＋6.3pts 49.2 

成約車両取扱額 （百万円） 122,498 109,513 89.4％ 229,371 

開催回数 （回） 73 73 100.0％ 149 

（注）成約車両取扱額は、オークションによる成約車両の取扱高であり、消費税等を含む車両代金の総額を記載

しております。 
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(２) 登録会員数 

区分 
前第２四半期連結会計期間末

（平成20年９月30日現在）

当第２四半期連結会計期間末

（平成21年９月30日現在）
前年同期比 

（参考） 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日現在）

現車オークション 
登録会員数 

(社) 14,906 15,048 101.0％ 15,087 

ネットワークオーク
ション登録会員数 

(社) 6,165 5,209 84.5％ 5,850 

 
うち、直接応札可
能会員数 

(社) 1,758 1,635 93.0％ 1,651 

（注）１．ネットワークオークション登録会員となるには、現車オークション登録会員となることが必要であり

ます。 

２．当社グループは、他のネットワークオークション会社等との業務提携により、提携先の会員が当社グ

ループオークションに参加することを可能としておりますが、現車オークション登録会員数及びネッ

トワークオークション登録会員数には、当該提携先の会員は含まれておりません。 

 

 

(３) １台当たり手数料の状況 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品料 （円） 4,752 4,573 96.2％ 4,546 

出品成約料 （円） 7,209 7,251 100.6％ 7,120 

落札料 （円） 8,480 8,378 98.8％ 8,355 

出品１台当たり 
受取手数料 

（円） 12,607 13,388 106.2％ 12,154 

（注）１．上記各手数料につきましては会場により異なるとともに、出品ブロック（出品車両等による区分）に

より異なります。また、販売促進策として手数料の割戻し等を行うことがありますので、割戻し等を

含めた平均手数料を記載しております。 

２．出品料及び出品成約料は出品店が負担し、落札料は落札店が負担します。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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(４) 販売（売上高）の実績 

① 種類別 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

出品料 （千円） 1,636,310 1,244,452 76.1％ 3,126,949 

出品成約料 （千円） 1,242,552 1,112,855 89.6％ 2,407,946 

落札料 （千円） 1,461,680 1,285,887 88.0％ 2,825,445 

ネットワークオー
クション関連収入 

（千円） 262,007 156,761 59.8％ 508,906 

その他オークショ
ン関連収入 

（千円） 189,841 163,048 85.9％ 356,792 

合計 （千円） 4,792,392 3,963,005 82.7％ 9,226,041 

 

② 会場別 

区分 
前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日１

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日１

 至 平成21年９月30日）

前年同期比 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日１

至 平成21年３月31日）

葛西会場 （千円） 1,401,328 997,360 71.2％ 2,637,665 

つくば会場 （千円） 334,255 214,617 64.2％ 608,753 

ＨＡＡ神戸会場 （千円） 2,728,686 2,533,349 92.8％ 5,345,040 

ネットワーク 
オークション 

（千円） 328,122 217,679 66.3％ 634,581 

合計 （千円） 4,792,392 3,963,005 82.7％ 9,226,041 

（注）１．会場別の販売（売上高）の実績における「ネットワークオークション」には、「ネットワークオーク

ション関連収入」（ネットワークオークションに係るシステム使用料収入等）の他、衛星通信端末及

びインターネット情報サービスの利用により現車オークション会場等の出品車両を落札した場合の在

宅応札手数料（落札料に対する割増手数料）等を記載しております。なお、衛星通信端末を利用した

在宅応札サービスは、平成21年６月30日をもって終了しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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