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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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３四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3四半期 6,458 ― 417 ― 354 ― 328 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 52.74 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 10,115 2,960 29.3 476.00
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3四半期  2,960百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,219,258株 21年3月期第3四半期 6,220,935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３四半期累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低燃費をメインとする車両に重要が集中し、

ハイブリッド自動車等一部車種の販売台数は大幅に増加いたしました。新車販売台数については９月以降前年同月実

績を上回るなど増加傾向となりましたが、全体としては新車の総販売台数は3,380千台（前年同期比2.6％減少）とな

りました。 

 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３四半期累計期間の売上高は64億58百万円となりました。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4億17百万円、経常利益は3億54百万円となりまし

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3億28百

万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ1億円減少し101億15百万円となりました。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3億96百万円減少し71億55百万円となりました。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2億96百万円増加し29億6千万円となりました。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３四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3億89百万

円減少し5億56百万円となりました。なお、当第３四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2億59百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益を4億82百万円計上し

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3億48百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億48百万

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3億1百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出5億30百万円

があったことによるものであります。    

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表いたしました業績予想から修正は行っており

ません。 

  

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３四半期累計期間増加分876千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876千円減少し、税引前四半期純利益は25,965

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 742,083

売掛金 172,618

商品 1,581,282

部品・用品 126,951

販売用不動産 1,787,738

繰延税金資産 11,247

その他 136,708

貸倒引当金 △250

流動資産合計 4,558,380

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,757,822

機械装置及び運搬具（純額） 97,727

土地 2,738,205

賃貸不動産（純額） 551,633

その他（純額） 61,941

有形固定資産合計 5,207,331

無形固定資産 54,388

投資その他の資産  

投資有価証券 70,089

長期貸付金 70,874

差入保証金 92,868

その他 61,440

投資その他の資産合計 295,272

固定資産合計 5,556,993

資産合計 10,115,373



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 373,821

短期借入金 2,530,956

未払法人税等 58,414

賞与引当金 7,690

役員賞与引当金 750

その他 304,009

流動負債合計 3,275,641

固定負債  

長期借入金 3,809,340

役員退職慰労引当金 25,965

その他 44,147

固定負債合計 3,879,452

負債合計 7,155,094

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 836,800

自己株式 △77,450

株主資本合計 2,961,662

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,382

評価・換算差額等合計 △1,382

純資産合計 2,960,279

負債純資産合計 10,115,373



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 6,458,551

売上原価 5,183,084

売上総利益 1,275,466

販売費及び一般管理費 857,756

営業利益 417,709

営業外収益  

受取利息 1,959

受取配当金 1,677

その他 4,893

営業外収益合計 8,530

営業外費用  

支払利息 71,334

その他 228

営業外費用合計 71,563

経常利益 354,677

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 482,303

法人税、住民税及び事業税 147,132

法人税等調整額 7,163

法人税等合計 154,296

四半期純利益 328,007



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,126,565

売上原価 1,703,750

売上総利益 422,815

販売費及び一般管理費 283,790

営業利益 139,025

営業外収益  

受取利息 458

受取配当金 586

その他 3,050

営業外収益合計 4,095

営業外費用  

支払利息 22,744

その他 108

営業外費用合計 22,852

経常利益 120,267

税引前四半期純利益 120,267

法人税、住民税及び事業税 41,532

法人税等調整額 7,735

法人税等合計 49,268

四半期純利益 70,998



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 482,303

減価償却費 116,467

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,430

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,965

受取利息及び受取配当金 △3,637

支払利息 71,334

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） 19,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △835

仕入債務の増減額（△は減少） △50,630

その他 △45,181

小計 473,924

利息及び配当金の受取額 3,637

利息の支払額 △68,513

法人税等の支払額 △149,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,955

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 105,396

定期預金の預入による支出 △105,541

有形固定資産の取得による支出 △348,409

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 3,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △348,031

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

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △530,657

リース債務の返済による支出 △14,460

自己株式の取得による支出 △74

配当金の支払額 △31,116

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △389,977

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 556,864



 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３四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３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高 7,270,826 

Ⅱ 売上原価 5,874,214 

売上総利益 1,396,612 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 953,361 

営業利益 443,250 

Ⅳ 営業外収益 14,248 

１．受取利息  2,875 

２．受取配当金  1,148 

３．受取保険金  5,500 

４．その他 4,724 

Ⅴ 営業外費用 66,161 

１．支払利息 63,758 

２．その他 2,403 

経常利益 391,338 

Ⅵ 特別損失 240,303 

１．固定資産除却損 2,060 

２．販売用不動産評価損 236,554 

３．減損損失 1,689 

税金等調整前四半期純利益 151,034 

 法人税、住民税及び事業税 144,540 

 法人税等調整額 16,312 

 法人税等合計 160,852 

四半期純損失（△） △9,818
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