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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 41,602 △12.7 1,436 23.6 1,253 28.1 564 ―
21年3月期第2四半期 47,657 ― 1,162 ― 978 ― △70 ―

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 17.05 16.84
21年3月期第2四半期 △2.08 ―

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 66,164 9,151 12.6 242.31
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2四半期  8,335百万円 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
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 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ― 0.00
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  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

通期 90,000 △3.7 3,000 25.4 2,500 29.6 1,100 ― 32.60
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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 
１．平成21年9月24日に公表いたしました通期業績予想を修正しております。 
２．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。業績予想の具体的修正内容は本日別途開示する「平成22年3月期 連結業績予想
の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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2四半期 35,924,118株 21年3月期  34,293,693株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,524,315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2四半期 33,089,451株 21年3月期第2四半期 33,885,344株
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①業績全般の概況 
  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、 近では持ち直しの
動きが見られますが、国内新車販売の前年割れが続いた厳しい環境の中で、新車、中古車を合わせた自
動車販売台数が26,201台と、前年同期に比べ4,463台（14.6％）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、新車・中古車の台当り粗利の改善やサービス部門の収益性の改善に
取り組むとともに、大幅に経費を削減することで損益分岐点を引き下げ、販売台数の減少をカバーいた
しました。また、環境関連事業をはじめその他の事業も好調に推移いたしました。 
  その結果、当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日までの6ヶ月間）の業績
は、売上高が減少したものの、営業利益、経常利益及び四半期純利益は過去 高となり、連結売上高は
416億2百万円（前年同期比12.7％減）、営業利益は14億36百万円（前年同期比23.6％増）、経常利益は
12億53百万円（前年同期比28.1％増）、四半期純利益は5億64百万円（前年同期は70百万円の四半期純
損失）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、ハイブリッド車やミニバン等の受注が好調なホンダ車の販売台数が2,367台（前年同
期比0.4％減）、日産車の販売台数が7,769台（前年同期比14.2％減）となり、当社グループの新車販売
台数は10,259台（前年同期比12.3％減）となりました。 
 中古車部門では、輸出台数は3,596台（前年同期比2.1％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15,942台（前年同期比15.9％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の改善に取り組み、増益となりました。 
 レンタカー部門では、前連結会計年度に新規出店した店舗の稼動がフルに寄与し、増収増益となりま
した。  
 以上の結果、売上高は396億10百万円（前年同期比14.6％減）、営業利益は13億円（前年同期比9.4％
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2億23百万円（前年同期比
8.9％増）、営業利益は1億12百万円（前年同期比2.3％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、オーストラリア、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2四半期連結累計期間については、主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6億76百万円（前年同期比51.2％増）、営業利益は1億46百万円（前年同期比163.9％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2四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。  

  

・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
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 当社グループは、当連結会計年度の 重要経営課題として財務体質強化のため、貸借対照表のリス
トラを進めております。具体的には有利子負債の削減と自己資本比率の改善を目標として、利益率の
向上による利益獲得をはじめ、ノンコア事業分野の固定資産や投資有価証券の売却、設備投資の抑
制、在庫や売掛金の圧縮、転換社債の発行等、あらゆる施策を講じ手許資金の増大を図っておりま
す。  
 その結果、第2四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりとなりました。  
 当第2四半期連結会計期間末における総資産は661億64百万円となり、前連結会計年度末660億5百万
円と比較し1億59百万円増加いたしました。流動資産は196億61百万円となり、37億53百万円増加いた
しました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。固定資産は465億3百万円となり、
35億93百万円減少いたしました。これは主に賃貸用不動産の売却による建物及び土地の減少、試乗車
や代車を売却しリースに切り替えたことによる車両運搬具の減少によるものであります。  
 負債合計は570億12百万円となり、前連結会計年度末577億41百万円と比較し7億28百万円減少いた
しました。流動負債は440億38百万円となり、3億26百万円減少いたしました。これは主に短期借入金
及び未払金の減少、買掛金の増加によるものであります。固定負債は129億74百万円となり、4億2百
万円減少いたしました。これは主に賃貸用不動産の売却に伴う受入建設協力金及び預り保証金の減少
によるものであります。 
 純資産合計は91億51百万円となり、前連結会計年度末82億63百万円と比較し8億88百万円増加いた
しました。これは主に新株予約権の権利行使による株主資本の増加及び利益剰余金の増加によるもの
であります。 

  

  
 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9月24日付け「平成22年3月期 業績
予想の修正に関するお知らせ」から修正しております。詳細は、本日別途開示いたします「平成22年
3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

 該当事項はありません。 
  

①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。  
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
第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四
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78,615千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は10,445
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。 

  

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

(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 6,771,660 1,908,065

受取手形及び売掛金 3,529,476 3,319,584

商品及び製品 3,938,860 4,755,606

仕掛品 675,745 386,728

原材料及び貯蔵品 81,805 86,003

その他 4,704,414 5,517,409

貸倒引当金 △40,292 △64,728

流動資産合計 19,661,671 15,908,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,739,736 17,836,051

減価償却累計額 △10,224,799 △10,042,608

建物及び構築物（純額） 6,514,937 7,793,443

機械装置及び運搬具 2,671,310 3,360,941

減価償却累計額 △1,481,452 △1,532,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,189,858 1,828,558

土地 17,315,791 18,201,469

その他 2,727,754 2,474,472

減価償却累計額 △1,438,407 △1,229,621

その他（純額） 1,289,347 1,244,850

有形固定資産合計 26,309,934 29,068,321

無形固定資産   

のれん 12,266,877 12,649,790

その他 668,567 665,411

無形固定資産合計 12,935,445 13,315,201

投資その他の資産   

投資有価証券 4,958,008 4,889,351

その他 2,541,336 3,069,680

貸倒引当金 △241,570 △246,201

投資その他の資産合計 7,257,774 7,712,830

固定資産合計 46,503,153 50,096,353

資産合計 66,164,825 66,005,023
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,066,690 9,139,723

短期借入金 26,050,796 26,929,105

未払法人税等 409,066 509,257

賞与引当金 847,620 825,537

その他 5,664,409 6,961,087

流動負債合計 44,038,583 44,364,711

固定負債   

社債 305,000 170,000

長期借入金 8,360,274 7,670,548

退職給付引当金 1,635,231 1,706,757

役員退職慰労引当金 88,791 69,800

その他 2,585,003 3,759,493

固定負債合計 12,974,299 13,376,599

負債合計 57,012,883 57,741,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,453,700 2,378,700

資本剰余金 991,926 908,891

利益剰余金 5,069,880 4,505,812

自己株式 △193,329 △218,694

株主資本合計 8,322,176 7,574,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,069 △122,106

評価・換算差額等合計 13,069 △122,106

新株予約権 57,500 46,960

少数株主持分 759,195 764,150

純資産合計 9,151,942 8,263,712

負債純資産合計 66,164,825 66,005,023
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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 47,657,287 41,602,480

売上原価 38,527,526 32,946,732

売上総利益 9,129,761 8,655,748

販売費及び一般管理費 7,967,679 7,218,866

営業利益 1,162,081 1,436,881

営業外収益   

受取賃貸料 50,251 59,002

その他 99,890 119,966

営業外収益合計 150,141 178,969

営業外費用   

支払利息 249,594 259,398

その他 84,513 103,133

営業外費用合計 334,107 362,531

経常利益 978,116 1,253,318

特別利益   

固定資産売却益 16,433 68,737

違約金収入 － 358,664

その他 12,337 62,093

特別利益合計 28,771 489,495

特別損失   

固定資産売却損 105,072 63,287

固定資産除却損 92,597 1,701

減損損失 － 349,101

投資有価証券評価損 180,442 12,788

貸倒引当金繰入額 100,591 －

その他 202,054 30,081

特別損失合計 680,757 456,960

税金等調整前四半期純利益 326,130 1,285,853

法人税、住民税及び事業税 370,441 395,286

法人税等調整額 △26,454 310,723

法人税等合計 343,987 706,009

少数株主利益 52,702 15,775

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,559 564,068
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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 326,130 1,285,853

減価償却費 801,062 840,993

のれん償却額 383,684 378,199

減損損失 － 349,101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,738 △4,891

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,822 22,082

支払利息 249,594 259,398

固定資産売却損益（△は益） 88,638 △5,449

固定資産除却損 92,597 1,701

投資有価証券評価損益（△は益） 180,442 12,788

売上債権の増減額（△は増加） 1,352,600 388,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,998,889 519,682

仕入債務の増減額（△は減少） △2,490,920 1,926,966

その他 △249,529 △554,430

小計 △1,279,674 5,420,351

利息及び配当金の受取額 70,323 19,032

利息の支払額 △228,834 △264,897

法人税等の支払額 △826,035 △516,916

法人税等の還付額 － 692,224

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,264,221 5,349,794

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 △1,387,735 △693,187

有形固定資産の売却による収入 920,049 2,464,087

投資有価証券の取得による支出 △537,420 △52,997

投資有価証券の売却による収入 412,235 213,759

貸付けによる支出 △616,643 △3,218

貸付金の回収による収入 273,618 279,756

その他 △108,269 △242,995

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,044,164 1,965,205

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） 4,319,000 △1,260,246

長期借入れによる収入 800,000 2,130,000

長期借入金の返済による支出 △2,291,885 △2,858,336

配当金の支払額 △135,672 －

その他 △123,471 △452,650

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,567,970 △2,441,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,715 △10,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △738,699 4,863,594

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 1,559,039 6,771,660
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  該当事項はありません。 

  

【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） 

 
 (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  

 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２四半期連結累計期間の売上高が78,615千円増加し、

営業損失が10,445千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

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
46,366,033 625,218 205,298 13,507 447,229 47,657,287 － 47,657,287

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

23,607 171,128 21,737 23,850 － 240,323 （240,323） －

計 46,389,640 796,347 227,036 37,357 447,229 47,897,611 （240,323） 47,657,287

営業利益 

(△は営業損失)
1,188,767 △24,915 110,135 △18,926 55,605 1,310,665 （148,583） 1,162,081

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
39,610,638 1,092,061 223,530 － 676,249 41,602,480 － 41,602,480

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

16,436 44,035 21,625 21,344 － 103,441 （103,441） －

計 39,627,074 1,136,097 245,155 21,344 676,249 41,705,922 （103,441） 41,602,480

営業利益 

(△は営業損失)
1,300,555 △38,345 112,649 △ 15,297 146,753 1,506,316 （69,434） 1,436,881

ＶＴホールディングス㈱ （7593） 平成22年3月期 第2四半期決算短信

-9-



【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)  
  

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)  
  

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。 

  

【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。 

  

 当社は、平成21年８月７日付けで新株予約権の権利行使により新株を発行いたしました。この結果、

当第２四半期連結会計期間において資本金が75,000千円、資本剰余金が75,000千円増加し、当第２四半

期連結会計期間末において資本金が2,453,700千円、資本剰余金が991,926千円となりました。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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