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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 15,901 △3.0 534 566.1 372 ― 443 ―

21年3月期第3四半期 16,394 ― 80 ― △62 ― △509 ―

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3四半期 20.38 ―

21年3月期第3四半期 △23.44 ―

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3四半期 10,168 2,149 21.1 6.85
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3四半期  2,149百万円 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  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 20,926 △6.3 632 94.7 557 422.9 597 ― 26.55
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user
新規スタンプ



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 

通期の業績予想については、平成21年11月13日発表の業績予想を修正しておりません。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3四半期 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3四半期  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3四半期 16,155,600株 21年3月期第3四半期 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3四半期 株 21年3月期 株

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

 ② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 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3四半期 株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果により緩やかな回復傾向が出てきたものの、企業収

益、雇用情勢や個人消費の低迷など、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 自動車業界におきましては、平成21年４月から始まったエコカー減税、６月からのエコカー補助金といった政府の

支援策が浸透してきたこともあり、新車登録台数（軽自動車を除く)が平成21年８月以降、４ヶ月連続で前年実績を

上回りました。しかし、中古自動車登録台数（軽自動車を含む)は平成20年10月以来、前年割れの状態が続いてお

り、ガソリン等を含めた揮発油税の暫定税率が事実上の継続、高速道路無料化の一部先送りなど業界を取り巻く環境

は厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、中古自動車販売事業ではお客様のカーライフをトータル的にサポート出来

る仕組み作りに力をいれ、長期保険の販売や自動車整備の質をさらに向上させるなど様々なアフターサービスを強化

してまいりました。オートオークション事業においては良質車両の確保や年末の臨時開催等、会員様へのサービス向

上を図りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、中古自動車販売台数が 台（前年同期比 ％減)、売上高

が 百万円（前年同期比 ％減)にとどまりましたが、前年の長期滞留車両処分が一巡し、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やコスト削減チームによる経費削減等により、営業利益 百万円

（前年同期比 ％増)、経常利益 百万円（前年同期は経常損失 百万円)と利益面で大きく改善し、四半期純利

益は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円)となりました。 

  

 当第３四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、 百万円減少いたしました。主な要因は、商品及び製品の減少（ 百万円)、

現金及び預金の増加（ 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、 百万円減少いたしました。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３四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、 百万円増加いたしました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加

（ 百万円)、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３四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３四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３四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３四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)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３四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３四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（前年同期は 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

17,177 13.3

15,901 3.0

534

566.1 372 62

443 509

２．連結財政状態に関する定性的情報

10,168 310

3,547 129 149

25 6,620 181

5,986 38 109 10

523 132 409

137 406

8,018 733

4,266 26

202 135 3,752 760

567 178

2,149 423

443

16.5 21.1

25

1,292

428 179

458

195 124

19 83

141

598 493

1,102 550
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  平成21年11月13日に公表した業績予想を修正しておりません。 

  

  

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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,292 1,267

受取手形及び売掛金 89 89

商品及び製品 1,802 1,951

原材料及び貯蔵品 5 7

その他 375 370

貸倒引当金 △16 △8

流動資産合計 3,547 3,677

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 405 429

土地 5,287 5,287

その他（純額） 293 307

有形固定資産合計 5,986 6,024

無形固定資産 109 120

投資その他の資産   

長期貸付金 15 424

差入保証金 484 622

その他 64 56

貸倒引当金 △41 △448

投資その他の資産合計 523 655

固定資産合計 6,620 6,801

資産合計 10,168 10,478
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 180 315

短期借入金 1,998 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 590 387

1年内返済予定の関係会社長期借入金 235 243

リース債務 15 13

未払金 541 536

未払法人税等 21 24

引当金 30 43

その他 353 364

流動負債合計 4,266 4,240

固定負債   

長期借入金 1,296 1,863

関係会社長期借入金 2,044 2,223

リース債務 43 43

その他 367 383

固定負債合計 3,752 4,512

負債合計 8,018 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 794 371

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,149 1,725

純資産合計 2,149 1,725

負債純資産合計 10,168 10,478
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,394 15,901

売上原価 13,105 12,385

売上総利益 3,288 3,516

販売費及び一般管理費 3,207 2,982

営業利益 80 534

営業外収益   

受取利息及び配当金 2 0

受取地代家賃 15 5

受取手数料 26 －

その他 17 17

営業外収益合計 61 23

営業外費用   

支払利息 178 168

賃貸収入原価 17 5

その他 8 12

営業外費用合計 204 186

経常利益又は経常損失（△） △62 372

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

固定資産売却益 2 79

収用補償金 － 33

その他 0 4

特別利益合計 5 116

特別損失   

たな卸資産評価損 12 －

固定資産除却損 65 －

固定資産除売却損 － 24

減損損失 139 －

貸倒引当金繰入額 7 －

リース解約損 － 3

その他 23 2

特別損失合計 248 31

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（△）

△306 458

法人税、住民税及び事業税 15 14

法人税等調整額 188 －

法人税等合計 203 14

四半期純利益又は四半期純損失（△） △509 443
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△306 458

減価償却費 95 93

減損損失 139 －

引当金の増減額（△は減少） △17 △12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 11

受取利息及び受取配当金 △2 △0

支払利息 178 168

固定資産除売却損益（△は益） － △54

固定資産売却損益（△は益） △2 －

固定資産除却損 65 －

リース解約損 － 3

収用補償金 － △33

その他の特別損益（△は益） 23 △3

売上債権の増減額（△は増加） 44 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 477 150

未収入金の増減額（△は増加） 255 5

仕入債務の増減額（△は減少） △126 △135

未払金の増減額（△は減少） △365 △21

その他 △69 4

小計 391 633

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △193 △184

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 179 428

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 △28 △19

有形固定資産の売却による収入 153 83

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 － 141

その他 1 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー 124 195

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 350 160

短期借入金の返済による支出 △331 △172

長期借入れによる収入 － 550

長期借入金の返済による支出 △428 △1,102

リース債務の返済による支出 △41 △14

配当金の支払額 △41 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △493 △598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188 25

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 1,815 1,292
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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