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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 62,418 △8.2 2,465 113.3 2,238 179.7 1,027 ―
21年3月期第3四半期 67,979 ― 1,155 ― 800 ― △1,138 ―

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 30.65 29.97
21年3月期第3四半期 △33.70 ―

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 66,149 9,623 13.3 255.71
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3四半期  8,796百万円 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 88,000 △5.8 3,600 50.4 3,200 65.9 1,400 ― 41.49
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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）  有  

除外 1社（社名 ＨＤアセットマネジメント株式会社） 
（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) 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11月9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3四半期 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3四半期  1,524,316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3四半期 33,527,823株 21年3月期第3四半期 33,782,559株
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①業績全般の概況 
  当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業において、政府の経済対策等の効果により国
内新車販売台数の持ち直しの動きが見られますが、長期的には減少傾向が続く厳しい環境の中、当社グ
ループの新車、中古車を合わせた自動車販売台数は39,528台と、前年同期に比べ4,300台（9.8％）減少
いたしました。そのような環境下、「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
台当たり粗利の改善、サービス部門の収益性の改善、大幅な経費削減等で損益分岐点を引き下げ、同時
に財務体質の改善にも注力し、厳しい市場環境における販売台数の減少を充分カバーできる企業体質の
強化を推し進めました。また、自動車販売関連事業以外の分野では、環境関連事業をはじめその他事業
も好調に推移いたしました。 
 その結果、当第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日までの9ヶ月間）の連結
業績は、売上高は減少したものの、営業利益及び経常利益は過去 高を更新し、連結売上高は624億18
百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は24億65百万円（前年同期比113.3％増）、経常利益は22億38
百万円（前年同期比179.7％増）、四半期純利益は10億27百万円（前年同期は11億38百万円の四半期純
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、ミニバン、コンパクトカー等の受注が好調なホンダ車の販売台数が
3,689台（前年同期比8.1％増）、日産車の販売台数が11,499台（前年同期比7.4％減）となり、当社グ
ループの新車販売台数は15,372台（前年同期比4.9％減）となりました。 
 中古車部門では、輸出台数は5,648台（前年同期比1.6％減）とほぼ横ばいでしたが、国内販売を含め
た当社グループの中古車販売台数は24,156台（前年同期比12.7％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596億82百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は23億16百万円（前年同期比
87.7％増）となりました。 

  

[不動産賃貸事業] 
 グループ事業の選択と集中により当事業を縮小することとし、賃貸物件の売却を行った結果、売上高
は3億13百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は1億13百万円（前年同期比33.9％減）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3四半期連結累計期間については、主にイギリス向けの販売が好調に推移した結果、売上高は9億
64百万円（前年同期比34.6％増）、営業利益は2億1百万円（前年同期比75.4％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3四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から現金及び預金を控除した実質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3四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3四半期連結会計期間末における総資産は661億49百万円となり、前連結会計年度末660億5百万
円と比較し1億44百万円増加いたしました。流動資産は210億43百万円となり、51億35百万円増加いた
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451億5百万円となり、
49億90百万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565億26百万円となり、前連結会計年度末577億41百万円と比較し12億14百万円減少いた
しました。流動負債は419億82百万円となり、23億82百万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145億43百万円となり、11億
67百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加、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96億23百万円となり、前連結会計年度末82億63百万円と比較し13億59百万円増加いた
しました。これは主に利益剰余金の増加及び新株予約権の権利行使による株主資本の増加によるもの
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11月9日付け「平成22年3月期 連結
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。 

  
  

連結除外：ＨＤアセットマネジメント株式会社 

当社の子会社であったＨＤアセットマネジメント株式会社は平成21年12月22日に保有株式のすべて
を売却したため、連結子会社から除外しております。 

  

①棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会

計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する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。  
③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３四
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157,230千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は
19,028千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 8,771,362 1,908,065

受取手形及び売掛金 1,956,973 3,319,584

商品及び製品 5,276,675 4,755,606

仕掛品 900,709 386,728

原材料及び貯蔵品 84,740 86,003

その他 4,082,061 5,517,409

貸倒引当金 △28,647 △64,728

流動資産合計 21,043,876 15,908,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,599,598 17,836,051

減価償却累計額 △10,211,594 △10,042,608

建物及び構築物（純額） 6,388,004 7,793,443

機械装置及び運搬具 2,312,751 3,360,941

減価償却累計額 △1,353,482 △1,532,382

機械装置及び運搬具（純額） 959,269 1,828,558

土地 16,424,801 18,201,469

その他 3,050,750 2,474,472

減価償却累計額 △1,572,359 △1,229,621

その他（純額） 1,478,390 1,244,850

有形固定資産合計 25,250,465 29,068,321

無形固定資産   

のれん 12,077,777 12,649,790

その他 655,082 665,411

無形固定資産合計 12,732,860 13,315,201

投資その他の資産   

投資有価証券 4,909,515 4,889,351

その他 2,455,384 3,069,680

貸倒引当金 △242,466 △246,201

投資その他の資産合計 7,122,433 7,712,830

固定資産合計 45,105,759 50,096,353

資産合計 66,149,635 66,005,023
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 10,082,294 9,139,723

短期借入金 25,274,112 26,929,105

未払法人税等 382,942 509,257

賞与引当金 396,939 825,537

その他 5,846,113 6,961,087

流動負債合計 41,982,402 44,364,711

固定負債   

社債 305,000 170,000

長期借入金 9,950,296 7,670,548

退職給付引当金 1,546,415 1,706,757

役員退職慰労引当金 94,956 69,800

その他 2,647,318 3,759,493

固定負債合計 14,543,987 13,376,599

負債合計 56,526,389 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 5,533,601 4,505,812

自己株式 △193,329 △218,694

株主資本合計 8,785,897 7,574,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,447 △122,106

評価・換算差額等合計 10,447 △122,106

新株予約権 57,500 46,960

少数株主持分 769,400 764,150

純資産合計 9,623,246 8,263,712

負債純資産合計 66,149,635 66,005,023
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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：千円）

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 67,979,205 62,418,731

売上原価 54,817,535 49,129,814

売上総利益 13,161,670 13,288,916

販売費及び一般管理費 12,005,934 10,823,278

営業利益 1,155,735 2,465,638

営業外収益   

受取賃貸料 87,162 83,909

その他 142,158 237,604

営業外収益合計 229,321 321,513

営業外費用   

支払利息 384,309 398,637

その他 200,732 150,506

営業外費用合計 585,041 549,144

経常利益 800,015 2,238,006

特別利益   

固定資産売却益 16,433 68,914

投資有価証券売却益 16,631 32,702

違約金収入 － 358,664

その他 9,240 85,495

特別利益合計 42,305 545,775

特別損失   

固定資産売却損 105,290 64,410

固定資産除却損 92,678 3,425

減損損失 － 349,101

投資有価証券評価損 563,088 29,165

貸倒引当金繰入額 494,207 －

その他 275,780 34,719

特別損失合計 1,531,046 480,822

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（△）

△688,725 2,302,959

法人税、住民税及び事業税 330,615 614,098

法人税等調整額 72,272 629,329

法人税等合計 402,888 1,243,428

少数株主利益 46,699 31,741

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,138,312 1,027,789

ＶＴホールディングス㈱ （7593） 平成22年3月期 第3四半期決算短信

-7-



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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（△）

△688,725 2,302,959

減価償却費 1,278,253 1,236,864

のれん償却額 575,513 567,299

減損損失 － 349,101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 401,166 △11,381

賞与引当金の増減額（△は減少） △483,493 △428,598

支払利息 384,309 398,637

固定資産売却損益（△は益） 88,856 △4,503

固定資産除却損 92,678 3,425

投資有価証券評価損益（△は益） 563,088 29,165

売上債権の増減額（△は増加） 3,306,761 1,842,686

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,810,599 △996,939

仕入債務の増減額（△は減少） △6,848,389 942,570

その他 416,006 △329,046

小計 △2,724,573 5,902,241

利息及び配当金の受取額 83,314 29,005

利息の支払額 △329,456 △384,467

法人税等の支払額 △1,301,255 △791,451

法人税等の還付額 － 692,048

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,271,970 5,447,375

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 △3,489,271 △902,627

有形固定資産の売却による収入 1,372,480 2,809,747

投資有価証券の取得による支出 △631,280 △77,939

投資有価証券の売却による収入 516,176 315,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 105,173

貸付けによる支出 △1,327,122 △6,992

貸付金の回収による収入 489,824 1,142,432

その他 32,802 △363,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,036,391 3,021,973

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） 7,741,000 △2,411,636

長期借入れによる収入 2,300,000 5,230,000

長期借入金の返済による支出 △2,792,263 △3,993,609

配当金の支払額 △203,060 －

その他 △67,105 △573,869

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,978,571 △1,749,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,599 △6,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349,389 6,713,296

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 1,948,349 8,621,362
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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） 

 
 (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３四半期連結累計期間の売上高が157,230千円増加し、

営業損失が19,028千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
66,097,646 823,682 320,493 20,261 717,120 67,979,205 － 67,979,205

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

34,960 236,782 32,606 36,717 － 341,067 （341,067） －

計 66,132,607 1,060,465 353,100 56,979 717,120 68,320,272 （341,067） 67,979,205

営業利益 

(△は営業損失)
1,233,959 △72,539 171,098 △24,419 114,715 1,422,815 （267,080） 1,155,735

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
59,682,938 1,456,014 313,708 1,084 964,986 62,418,731 － 62,418,731

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

24,898 75,887 32,398 28,787 2,117 164,089 （164,089） －

計 59,707,837 1,531,901 346,106 29,871 967,104 62,582,820 （164,089） 62,418,731

営業利益 

(△は営業損失)
2,316,147 △48,861 113,082 △21,915 201,155 2,559,608 （93,969） 2,465,638
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【所在地別セグメント情報】  

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)及び当第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)  
  

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)及び当第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３四半期連結累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３四半

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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