
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 静岡スバル自動車株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7473 URL http://www.shizuoka-subaru.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 今田 健次
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 石田 進一 TEL 054-345-2131
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

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 8,122 △6.4 37 ― 49 ― 20 ―
21年3月期第3四半期 8,679 ― △64 ― △47 ― △49 ―

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 3.38 ―
21年3月期第3四半期 △8.11 ―

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 5,856 4,183 71.4 690.26
21年3月期 5,820 4,191 72.0 691.56

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  4,183百万円 21年3月期  4,191百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―
22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 11,000 △5.4 70 ― 90 755.7 40 ― 6.60
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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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により異なる結果となる 
可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 6,100,000株 21年3月期 6,100,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 39,795株 21年3月期 39,795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 6,060,205株 21年3月期第3四半期 6,060,314株
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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）におけるわが国経済は、経

済対策などにより一部業種において回復の兆しが見られるものの、企業の設備投資の減少や雇用情勢の悪

化等により個人消費の低迷が続くなど、本格的な回復に向けた動きは鈍く、依然として景気の先行きは不

透明な状況で推移いたしました。 

国内の自動車販売業界におきましては、登録車の新車販売台数はエコカー減税・補助金の効果により

220万台（前年同期比1.3％増）と増加に転じた一方、軽自動車につきましては117万台（前年同期比9.3％

減）と３年連続の減少となり、新車販売台数合計は338万台（前年同期比2.6％減）と４年連続の減少とな

りました。 

このような環境の下、当社グループにおきましては、スバル車をはじめとした新車販売台数及び中古車

販売台数が前年同期に比べ減少した影響を受け、売上高は81億２千２百万円（前年同期比6.4％減）とな

りました。一方、利益面につきましては、登録車の販売が夏以降持ち直したことや、徹底した固定費の削

減を推進いたしました結果、経常利益は４千９百万円（前年同期は４千７百万円の経常損失）、四半期純

利益は２千万円（前年同期は４千９百万円の四半期純損失）と利益を確保することができました。 

  

平成21年５月に主力車種レガシィがフルモデルチェンジされたことや、エコカー減税・補助金の効果

により夏以降は販売台数が持ち直したものの、期初の落ち込みをカバーするには至らず、登録車販売台

数は1,227台（前年同期比3.8％減）、軽自動車販売台数は1,055台（前年同期比9.6％減）となり、スバ

ル新車販売台数の合計は2,282台（前年同期比6.6％減）となりました。この結果、売上高は41億７千８

百万円（前年同期比3.2％減）と減少いたしました。 

エコカー補助金の対策（13年超の下取車を廃車することにより補助金を支給）により低年式車の入庫

台数が落ち込み、卸売販売台数が685台（前年同期比39.8％減）と大幅に減少するなど、中古車販売台

数の合計は1,241台（前年同期比28.9％減）と減少いたしました。それに伴い、売上高も７億１千９百

万円（前年同期比19.3％減）となりました。 

景気の低迷は輸入車販売にも大きく影響し、ボルボ車の新車販売台数は29台（前年同期比25.6％

減）、ポルシェ車の新車販売台数は43台（前年同期比20.4％減）にそれぞれとどまり、売上高は７億６

千８百万円（前年同期比23.7％減）となりました。 

塵芥収集車（商品名：フジマイティ）の販売台数は23台（前年同期比35.3％増）、売上高は９千７百

万円（前年同期比23.7％増）となりました。 

新車販売台数減少に伴うオプション部品売上の落ち込みや、インターネットを介した中古部品の流

通、板金塗装修理の減少などに伴い純正部品の売上が落ち込み、売上高は２億８千３百万円（前年同期

比3.6％減）となりました。 

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

スバル新車販売部門

中古車販売部門

輸入車販売部門

特機販売部門

部品外販部門
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新車販売台数の減少が続き、車検・点検の該当台数が徐々に減る傾向にあり、車検台数は前年同期実

績を割りましたが、新車販売時にお勧めしている「点検パック」（新車納入後一定期間の定期点検をパ

ッケージ化した商品）の加入台数増、ならびに、販売部門・サービス部門の連携による入庫促進活動に

より、そのほかの一般整備台数は前年同期実績を上回ることができました。この結果、売上高は16億６

千６百万円（前年同期比1.6％減）と若干の落ち込みにとどまりました。 

主たる内訳は、販売に伴い収受する手数料、保険取扱手数料ならびに新車販売に対する販売奨励金で

あり、それらの合計は４億８百万円（前年同期比2.6％増）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３千６百万円増加し、58億５千６百

万円となりました。これは、現金及び預金が８千９百万円、商品が２億２千９百万円とそれぞれ増加しま

したが、受取手形及び売掛金が１億６千７百万円、流動資産その他が９千９百万円とそれぞれ減少したこ

とが主な要因であります。 

一方、負債合計は、前連結会計年度末に比べ４千４百万円増加し、16億７千３百万円となりました。こ

れは、流動負債で短期借入金が１億円増加し、買掛金が８千１百万円減少したこと、固定負債で退職給付

引当金が５千４百万円増加したことが主な要因であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、41億８千３百万円となりました。 

  

  

個人消費を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いておりますが、エコカー減税・補助金といった

緊急経済対策が一定の効果をあげ、当社におきましても、平成21年６月頃からスバル新車需要が回復の兆

しを見せ、現在までスバル新車販売部門の販売台数および売上高は回復基調の中で推移しております。 

以上の見通しにより、平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年１月29日付「平成22年

３月期 通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、連結売上

高110億円、連結営業利益７千万円、連結経常利益９千万円、連結当期純利益４千万円に上方修正いたし

ました。 

  

  

整備部門

その他営業収益

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
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結

会計期間末の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。 

また、棚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価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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。 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による

概算額で計上する方法によっております。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 経過勘定項目の算定方法

⑤ 税金費用の計算
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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 416,840 327,050

受取手形及び売掛金 316,230 483,584

商品 839,148 609,957

仕掛品 5,152 13,155

貯蔵品 10,068 7,309

その他 157,854 257,188

貸倒引当金 △5,120 △172

流動資産合計 1,740,174 1,698,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 838,145 873,326

土地 2,364,021 2,364,021

その他（純額） 412,761 367,944

有形固定資産合計 3,614,928 3,605,291

無形固定資産 20,053 29,114

投資その他の資産 481,539 487,629

固定資産合計 4,116,521 4,122,035

資産合計 5,856,696 5,820,109

負債の部   

流動負債   

買掛金 774,646 856,119

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 30,747 9,470

賞与引当金 68,170 132,521

その他 267,575 258,673

流動負債合計 1,241,140 1,256,783

固定負債   

退職給付引当金 381,489 327,448

役員退職慰労引当金 38,275 33,500

その他 12,625 11,327

固定負債合計 432,389 372,276

負債合計 1,673,530 1,629,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,000 961,000

資本剰余金 827,360 827,360

利益剰余金 2,384,028 2,399,849

自己株式 △16,593 △16,593

株主資本合計 4,155,794 4,171,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,371 19,433

評価・換算差額等合計 27,371 19,433

純資産合計 4,183,166 4,191,049

負債純資産合計 5,856,696 5,820,109

－6－

静岡スバル自動車㈱（7473）平成22年３月期　第３四半期決算短信



(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 8,679,399 8,122,231

売上原価 6,811,697 6,318,785

売上総利益 1,867,702 1,803,446

販売費及び一般管理費 1,932,159 1,766,292

営業利益又は営業損失（△） △64,457 37,153

営業外収益   

受取利息 510 287

受取配当金 6,596 4,300

受取手数料 3,811 4,990

受取保険金 3,609 221

その他 5,667 5,801

営業外収益合計 20,194 15,602

営業外費用   

支払利息 765 999

支払手数料 1,098 1,208

売上割引 682 591

その他 523 325

営業外費用合計 3,070 3,125

経常利益又は経常損失（△） △47,332 49,630

特別利益   

前期損益修正益 － 1,135

貸倒引当金戻入額 24 －

固定資産受贈益 5,584 －

投資有価証券売却益 － 53

特別利益合計 5,609 1,188

特別損失   

固定資産除却損 8,609 1,504

投資有価証券評価損 317 －

特別損失合計 8,927 1,504

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（△）

△50,650 49,314

法人税等 △1,448 28,775

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49,202 20,539
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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（△）

△50,650 49,314

減価償却費 191,597 178,886

投資有価証券売却損益（△は益） － △53

投資有価証券評価損益（△は益） 317 －

固定資産受贈益 △5,584 －

有形固定資産除却損 8,609 1,504

前期損益修正損益（△は益） － △1,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 4,947

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,380 △64,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,875 54,041

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △326 4,775

受取利息及び受取配当金 △7,106 △4,588

支払利息 765 999

売上債権の増減額（△は増加） 334,241 167,353

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,067 △95,449

その他の資産の増減額（△は増加） 64,021 99,314

仕入債務の増減額（△は減少） △381,987 △81,472

その他の負債の増減額（△は減少） △87,576 △286

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,719 △1,397

小計 41,137 312,403

利息及び配当金の受取額 7,106 4,588

利息の支払額 △764 △999

法人税等の支払額 △102,140 △5,289

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,660 310,703

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △313,142 △288,548

投資有価証券の売却による収入 － 125

子会社株式の取得による支出 － △1,795

その他の支出 △682 －

その他の収入 5,586 5,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,238 △284,552

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 50,000 100,000

自己株式の取得による支出 △238 －

配当金の支払額 △54,546 △36,361

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,785 63,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,684 89,789

現金及び現金同等物の期首残高 598,120 327,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 230,435 416,840
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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) 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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