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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 10,733 △3.1 460 296.9 350 ― 397 ―

21年3月期第2四半期 11,076 ― 115 ― 29 ― △166 ―

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 18.28 ―

21年3月期第2四半期 △7.64 ―

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 10,450 2,103 20.1 4.75
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2四半期  2,103百万円 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  

※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

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 ― ― ― 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 20,926 △6.3 632 94.7 557 422.9 597 ― 26.55
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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.通期の業績予想については、平成21年５月15日発表の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日平成21年11月13日公表の「業績予想値
と決算値の差異及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
2.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の数値は、様々な
要因により、上記数値と大きく異なる場合があります。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 16,155,600株 21年3月期第2四半期 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2四半期 株 21年3月期 株

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

 ② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 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2四半期 株 21年3月期第2四半期 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
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、中国などアジア経済が下支え役となり、昨年来の金融危機による影

響を徐々に脱して緩やかに回復の兆しを見せております。 

  自動車業界におきましては、エコカー減税やエコカー補助金などの刺激策によって普通乗用車の登録台数が平成21

年８月、９月と連続して前年を上回りました。しかし、エコカー補助金が来年３月末で終了するなど不安要因もあ

り、先行きは楽観できない状況にあります。 

 このような状況の中で当社グループは、中古自動車販売事業では知名度を活かした販売、買取、整備サービスに注

力するとともに、オートオークション事業については良質な出品車輌の確保を一層強化いたしました。 

 その結果、当第２四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）、売上高が

百万円（前年同期比 ％減）となりましたが、一方でオークション相場の回復などにより業者向け販売車両

の粗利が改善したほか、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も奏功して、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（前年同期四半期純損失 百万円）となりました。 

  

 当第２四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、 百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加（ 百万円)、

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、 百万円減少しました。主な要因は、長期貸付金の減少（ 百万円）、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２四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）、

関係会社長期借入金の減少（ 百万円）等です。 

 当第２四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、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２四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、前連結会計年度末に比べ 百万

円増加し、 百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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２四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。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出（ 百万円）、有形固定資産の売却による収入（ 百万円）、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２四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 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）、長期借入れによる収入（ 百万円）等によるものであり

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

11,376 15.2

10,733 3.1

460

296.9 350 1,088.7

397 166

２．連結財政状態に関する定性的情報

10,450 27

3,815 138 476

199 6,635 166

5,987 36 112 7

534 121 408

132 408

8,347 405

4,118 121 111

4,229 283 168

116

2,103 377

397

16.5 20.1

476

1,744

620 29

407 200

216 125

8 99

136

359 306

844 550
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 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す。詳細につきましては、本日平成21年11月13日公表の

「業績予想値と決算値の差異及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

 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。  

  

  

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

㈱ハナテン（9870）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－　5　－



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 1,744 1,267

受取手形及び売掛金 94 89

商品及び製品 1,751 1,951

原材料及び貯蔵品 6 7

その他 233 370

貸倒引当金 △14 △8

流動資産合計 3,815 3,677

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 412 429

土地 5,287 5,287

その他（純額） 287 307

有形固定資産合計 5,987 6,024

無形固定資産 112 120

投資その他の資産   

長期貸付金 15 424

差入保証金 490 622

その他 68 56

貸倒引当金 △40 △448

投資その他の資産合計 534 655

固定資産合計 6,635 6,801

資産合計 10,450 10,478
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（単位：百万円）

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   

買掛金 203 315

短期借入金 1,975 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 237 243

リース債務 15 13

未払金 510 536

未払法人税等 17 24

引当金 51 43

その他 423 364

流動負債合計 4,118 4,240

固定負債   

長期借入金 1,695 1,863

関係会社長期借入金 2,106 2,223

リース債務 47 43

その他 379 383

固定負債合計 4,229 4,512

負債合計 8,347 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 748 371

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,103 1,725

純資産合計 2,103 1,725

負債純資産合計 10,450 10,478
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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：百万円）

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 11,076 10,733

売上原価 8,788 8,272

売上総利益 2,288 2,460

販売費及び一般管理費 2,172 2,000

営業利益 115 460

営業外収益   

受取利息及び配当金 2 0

受取地代家賃 11 4

受取手数料 25 1

その他 12 10

営業外収益合計 51 17

営業外費用   

支払利息 120 113

賃貸収入原価 11 5

その他 6 8

営業外費用合計 138 127

経常利益 29 350

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産売却益 2 79

その他 0 －

特別利益合計 4 79

特別損失   

たな卸資産評価損 12 －

固定資産除却損 41 －

固定資産除売却損 － 21

その他 16 0

特別損失合計 70 22

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△36 407

法人税、住民税及び事業税 10 9

法人税等調整額 119 －

法人税等合計 129 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166 397
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△36 407

減価償却費 63 62

引当金の増減額（△は減少） 1 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 7

受取利息及び受取配当金 △2 △0

支払利息 120 113

固定資産除売却損益（△は益） － △58

固定資産売却損益（△は益） △2 －

固定資産除却損 41 －

その他の特別損益（△は益） 12 －

売上債権の増減額（△は増加） 11 △5

たな卸資産の増減額（△は増加） 234 200

未収入金の増減額（△は増加） 176 107

仕入債務の増減額（△は減少） △102 △111

未払金の増減額（△は減少） △279 △38

その他 △72 68

小計 169 761

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △121 △120

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 29 620

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 △26 △8

有形固定資産の売却による収入 153 99

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 △0 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 125 216

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 300 100

短期借入金の返済による支出 △244 △135

長期借入れによる収入 － 550

長期借入金の返済による支出 △292 △844

リース債務の返済による支出 △28 △10

配当金の支払額 △41 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △306 △359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152 476

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 1,852 1,744
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 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、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。 

  

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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