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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）当社は平成21年４月1日をもって連結子会社の千葉クライスラー株式会社を吸収合併しており、連結決算会社から非連結決算会社となっているため、
平成21年３月期第２四半期の数値は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,331 ― 278 ― 234 ― 257 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 41.32 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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 10,019 2,891 28.9 464.92
21年3月期 10,215 2,664 26.1 428.36

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,891百万円 21年3月期  2,664百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 8,800 △2.0 538 21.9 450 4.0 380 ― 61.10



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 6,529,114株 21年3月期  6,529,114株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  310,054株 21年3月期  309,634株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 6,219,357株 21年3月期第2四半期 6,221,281株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 



 当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果や在庫調整の進展などにより、輸出や生産の一部に

は持ち直しの動きがみられたものの、世界的な金融危機に端を発した景気低迷の影響が残り、企業業績の不振による

雇用環境や所得減少に対する先行き不安などから、個人消費は低調に推移し、依然として厳しい状況が続きました。

 当自動車業界におきましては、エコカー減税や環境意識の高まりから軽自動車やハイブリッド車など低燃費をメイ

ンとする車両に需要が集中し、一部車種の生産は回復してきました。新車販売台数は７月以降回復し、９月には14か

月ぶりに前年同月実績を上回りましたが、全体としては低調に推移し、新車の総販売台数は2,175千台（前年同期比

10％減少）と自動車販売を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。 

 このような状況において、当社は積極的な営業活動と経費の削減に努めてまいりました。また、平成21年４月１日

付けで連結子会社の千葉クライスラー株式会社を吸収合併し、経営資源の集約化に加え、連結決算会社から非連結決

算会社となることで決算業務を中心とする事務全般の効率化を図りました。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は43億31百万円となりました。利益につきましては、販売台数の減少

による落ち込みを経費削減等で利益率の改善を図り、営業利益は2億78百万円、経常利益は2億34百万円となりまし

た。また連結子会社を吸収合併したことによる特別利益1億32百万円を計上したこと等により四半期純利益は2億57百

万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ1億96百万円減少し100億19百万円となりました。現金及び

預金の減少が主な要因となっております。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ4億23百万円減少し71億27百万円となりました。買掛金、長期借入金の

減少が主な要因となっております。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ2億27百万円増加し28億91百万円となりました。主な要因は連結子会

社との合併に伴う特別利益1億32百万円を計上したことにより、利益剰余金が増加したためです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ3億37百万

円減少し6億8百万円となりました。なお、当第２四半期末におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は3億81百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益を3億62百万円計上し

たこと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） 

 投資活動により支出した資金は3億円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億99百万円があ

ったこと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） 

  財務活動により支出した資金は4億19百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3億52百万

円があったことによるものであります。   

  

 国内の景気は、在庫調整の一巡など一部に底を打った兆しがみられるものの、企業収益や雇用情勢の悪化などから

依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 

 当社といたしましては、コスト意識を徹底させ、利益の追求を目指すとともに、店舗の改装など積極的な経営努力

により収益の確保を図ってまいります。 

 なお、業績の予想につきましては平成21年11月11日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において平成22年

3月期通期業績予想を修正しておりますが、今後、さまざまな要因により大きく変動する可能性があります。 

 詳細につきましては、同資料をご参照ください。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

①たな卸資産の評価方法  

 たな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可能価額を見積も

り、簿価切下げを行う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固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

  

 役員退職慰労金につきましては、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、第1四半期会計期間よ

り、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上する方法に変更いたしました。  

 この変更は、第１四半期会計期間に「役員退職慰労金規程」の整備を行ったことを機に、役員退職慰労金を役

員在任期間にわたって合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図るために

行ったものであります。 

 この変更に伴い、当第２四半期累計期間増加分574千円を販売費及び一般管理費に、過年度分相当額25,088千

円を特別損失に計上した結果、営業利益及び経常利益はそれぞれ574千円減少し、税引前四半期純利益は25,662

千円減少しております。   

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 794,185

売掛金 211,398

商品 1,384,653

部品・用品 128,204

販売用不動産 1,787,738

繰延税金資産 18,523

その他 140,128

貸倒引当金 △250

流動資産合計 4,464,581

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,778,165

機械装置及び運搬具（純額） 97,046

土地 2,705,799

賃貸不動産（純額） 556,524

その他（純額） 61,106

有形固定資産合計 5,198,642

無形固定資産 56,559

投資その他の資産  

投資有価証券 73,590

長期貸付金 71,955

差入保証金 92,831

その他 60,951

投資その他の資産合計 299,329

固定資産合計 5,554,532

資産合計 10,019,113



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 340,342

短期借入金 2,505,876

未払法人税等 111,674

賞与引当金 15,160

役員賞与引当金 500

その他 362,813

流動負債合計 3,336,366

固定負債  

長期借入金 3,712,639

役員退職慰労引当金 25,662

繰延税金負債 904

その他 52,177

固定負債合計 3,791,383

負債合計 7,127,750

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,387,297

資本剰余金 815,014

利益剰余金 765,801

自己株式 △77,450

株主資本合計 2,890,663

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 700

評価・換算差額等合計 700

純資産合計 2,891,363

負債純資産合計 10,019,113



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,331,985

売上原価 3,479,334

売上総利益 852,651

販売費及び一般管理費 573,966

営業利益 278,684

営業外収益  

受取利息 1,500

受取配当金 1,091

その他 1,842

営業外収益合計 4,435

営業外費用  

支払利息 48,590

その他 120

営業外費用合計 48,710

経常利益 234,409

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 132,537

保険解約返戻金 29,645

特別利益合計 162,182

特別損失  

固定資産除却損 1,467

役員退職慰労金 8,000

役員退職慰労引当金繰入額 25,088

特別損失合計 34,555

税引前四半期純利益 362,036

法人税、住民税及び事業税 105,600

法人税等調整額 △572

法人税等合計 105,027

四半期純利益 257,008



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,193,519

売上原価 1,808,530

売上総利益 384,988

販売費及び一般管理費 282,676

営業利益 102,312

営業外収益  

受取利息 884

受取配当金 574

その他 1,195

営業外収益合計 2,654

営業外費用  

支払利息 24,626

その他 100

営業外費用合計 24,726

経常利益 80,240

特別利益  

保険解約返戻金 29,645

特別利益合計 29,645

特別損失  

固定資産除却損 1,467

特別損失合計 1,467

税引前四半期純利益 108,417

法人税、住民税及び事業税 38,960

法人税等調整額 5,717

法人税等合計 44,677

四半期純利益 63,740



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 362,036

減価償却費 73,977

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,960

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,662

受取利息及び受取配当金 △2,592

支払利息 48,590

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △132,537

固定資産除却損 1,467

売上債権の増減額（△は増加） △18,891

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,019

仕入債務の増減額（△は減少） △84,109

その他 17,116

小計 481,279

利息及び配当金の受取額 2,592

利息の支払額 △47,322

法人税等の支払額 △54,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,892

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 95,396

定期預金の預入による支出 △95,541

有形固定資産の取得による支出 △299,537

無形固定資産の取得による支出 △2,259

固定資産の除却による支出 △379

その他 2,102

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,218

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） △25,593

長期借入金の返済による支出 △352,438

リース債務の返済による支出 △10,132

自己株式の取得による支出 △74

配当金の支払額 △31,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,875

現金及び現金同等物の期首残高 925,716

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 21,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 608,965



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

 前第２四半期におきましては、個別財務諸表は作成していないため、参考資料として、（要約）四半期連結損益計

算書を記載しております。  

   

（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

６．その他の情報

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第２四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,184,141 

Ⅱ 売上原価 4,209,586 

売上総利益 974,554 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 661,963 

営業利益 312,591 

Ⅳ 営業外収益 10,868 

１．受取利息  2,415 

２．受取配当金  494 

３．受取保険金  5,500 

４．その他 2,459 

Ⅴ 営業外費用 44,126 

１．支払利息 42,151 

２．その他 1,974 

経常利益 279,333 

Ⅵ 特別損失 238,243 

１．販売用不動産評価損 236,554 

２．減損損失 1,689 

税金等調整前四半期純利益 41,090 

 法人税、住民税及び事業税 110,195 

 法人税等調整額 5,205 

 法人税等合計 115,400 

四半期純損失（△） △74,309
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