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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 11,696 0.6 118 ― 133 1,170.3 65 ―
21年3月期 11,631 △9.5 △13 ― 10 △93.9 △258 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 10.88 ― 1.6 2.2 1.0
21年3月期 △42.72 ― △5.9 0.2 △0.1
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 6,421 4,232 65.9 698.40
21年3月期 5,820 4,191 72.0 691.56
（参考） 自己資本  22年3月期  4,232百万円 21年3月期  4,191百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 956 △433 △36 813
21年3月期 206 △423 △54 327

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 36 ― 0.8
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 36 55.1 0.9
23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 181.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,500 3.2 25 719.7 30 158.3 5 3,267.1 0.82

通期 11,000 △6.0 60 △49.2 70 △47.6 20 △69.7 3.30

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 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 39,795株 21年3月期 39,795株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 11,237 0.9 112 ― 135 544.4 68 ―
21年3月期 11,141 △8.7 △11 ― 21 △88.5 △239 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 11.27 ―
21年3月期 △39.57 ―

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 6,386 4,244 66.5 700.36
21年3月期 5,786 4,200 72.6 693.13
（参考） 自己資本 22年3月期  4,244百万円 21年3月期  4,200百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、５ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

5,200 1.8 25 495.9 30 82.3 5 △3.1 0.82

通期 10,500 △6.6 60 △46.8 70 △48.4 20 △70.7 3.30

－ 2 －



当連結会計年度におけるわが国経済は、国の緊急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、経済対策のエコカー減税及び購入補助金制度の効果によ

り、国内新車販売台数が登録車318万台（前連結会計年度比10.0%増）、軽自動車169万台（前連結会

計年度比6.1%減）、合計488万台（前連結会計年度比3.8%増）と前連結会計年度より増加しました

が、引き続き500万台の大台を割り込む低水準となりました。 

（注）販売台数の合計にはトラック及びバスの販売台数が含まれております。 

  

このような状況の中、当社グループにおきましては、期初は非常に厳しい販売環境のもとでスター

トいたしましたが、スバル新車販売部門における主力車種レガシィのフルモデルチェンジや年度後半

にかけての減税・補助金制度による増販効果により、スバル新車販売台数は3,342台（前連結会計年

度比0.5%増）と前連結会計年度並みとなり、連結売上高は116億９千６百万円（前連結会計年度比

0.6%増）となりました。 

損益面では、スバル新車販売部門において販売単価の大きい登録車の販売台数が伸びたことに加

え、営業拠点の統廃合などにより販売管理費を前連結会計年度に比べ抑えることができたため、連結

経常利益が１億３千３百万円（前連結会計年度比1,170.3%増）、連結当期純利益が６千５百万円（前

連結会計年度は２億５千８百万円の当期純損失）となりました。 

  

なお、部門別の売上状況及び概況は次のとおりであります。 

  

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

区  分 金額（千円） 構成比（％）

スバル新車販売部門 6,252,829 53.5

中古車販売部門 995,750 8.5

輸入車販売部門 1,088,700 9.3

特機販売部門 136,591 1.2

部品外販部門 377,615 3.2

整 備 部 門 2,237,795 19.1

そ の 他 607,292 5.2

合  計 11,696,574 100.0

－ 3 －
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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、減税・補助金制度の効果

により夏以降販売台数が持ち直し、登録車の販売台数は1,863台（前連結会計年度比4.1%増）とな

りました。 

一方、軽自動車は減税・補助金制度の効果も少なく、販売台数は1,479台（前連結会計年度比

3.6%減）にとどまり、スバル新車販売台数の合計は3,342台（前連結会計年度比0.5%増）となりま

した。この結果、売上高は62億５千２百万円（前連結会計年度比6.3%増）となりました。 

減税・補助金制度の効果で新車販売が持ち直す一方、当連結会計年度の中古車販売はその煽りを

受けたことや慢性的な商品不足が続いた影響で、厳しい販売環境のまま推移しました。特に、商品

不足の影響で卸売販売台数が994台（前連結会計年度比32.3%減）と大幅に減少し、小売を含めた中

古車販売台数の合計は1,753台（前連結会計年度比23.9%減）となりました。 

この結果、売上高は９億９千５百万円（前連結会計年度比15.4%減）となりました。 

平成21年度の輸入車の国内販売台数は前連結会計年度比7.8%減と21年ぶりの低水準を記録するな

ど非常に厳しい状況となりました。当社グループにおきましても、ボルボ車の新車販売台数は42台

（前連結会計年度比6.7%減）にとどまり、初の４ドアセダンが平成21年９月に発売されましたポル

シェ車につきましても販売台数を伸ばせず、ポルシェ車の新車販売台数は57台（前連結会計年度比

10.9%減）となりました。 

この結果、売上高は10億８千８百万円（前連結会計年度比11.1%減）となりました。 

塵芥収集車（商品名：フジマイティ）の販売におきましても減税・補助金制度が影響したことも

あり、販売台数は33台（前連結会計年度比50.0%増）、売上高は１億３千６百万円（前連結会計年

度比35.9%増）となりました。 

インターネットを介した中古部品の流通や板金塗装修理の減少に伴い純正部品の売上が落ち込

み、売上高は３億７千７百万円（前連結会計年度比1.9%減）となりました。 

新車並びに中古車の車両販売台数の落ち込みの影響を受けて整備対象台数の減少が続いており、

販売・サービス連携による整備入庫促進に努め、仕事量の確保を図ってまいりました。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

入台数は増加し、これまで少なかった６ヶ月点検の整備台数は増加しておりますが、車検及び12ヶ

月点検の整備台数は減少いたしました。 

この結果、売上高は22億３千７百万円（前連結会計年度比2.6%減）となりました。 

車両販売及び整備に伴いお客様から収受する手数料、保険取扱手数料並びに新車販売に対する販

売奨励金等の合計は６億７百万円（前連結会計年度比6.9%増）となりました。 

  

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

整備部門

その他

－ 4 －
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当連結会計年度の国内自動車販売台数は、世界的な金融危機により大幅に需要が落ち込んだ前連結

会計年度に比べて増加いたしましたが、これは経済対策のエコカー減税及び購入補助金の効果による

ところが大きく、自動車需要が回復局面を迎えたとは言えない状況にあります。 

次期の自動車販売業界におきましては、エコカー購入補助金制度が９月まで延長されたことで上半

期の新車販売台数は当連結会計年度を上回って推移することが見込まれますが、10月以降はその反動

減が大幅になることも予想され、年間の販売台数は当連結会計年度を下回るおそれがあります。 

当社グループにおきましては、スバル新車販売部門では上述の補助金効果の追い風が期待できると

はいえ、厳しい雇用情勢や所得低下を背景とした買い控えの基調が続き、10月以降の反動減を考える

と売上高は当連結会計年度を下回ることが予想されます。中古車販売部門及び輸入車販売部門では補

助金効果の影響も少なく、当連結会計年度同様に厳しい状況が続くと思われます。整備部門は、数年

前から推進しております販売・サービス連携による整備入庫促進活動が成果を挙げ、引き続き収益を

下支えすることが見込まれます。 

以上のように当社事業を取り巻く環境は厳しく、平成23年３月期の連結業績見通しにつきまして

は、売上高110億円（前連結会計年度比6.0％減）、営業利益６千万円（前連結会計年度比49.2％

減）、経常利益７千万円（前連結会計年度比47.6％減）、当期純利益２千万円（前連結会計年度比

69.7％減）を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億１百万円増加し、64億２千１百万円と

なりました。流動資産が現金及び預金の増加等により４億９千９百万円の増加、固定資産は新規設備

投資の資産計上等により１億２百万円の増加となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ５億５千９百万円増加し、21億８千８百万円となりました。これ

は、買掛金及び未払法人税等の増加と設備未払債務のその他の増加が主な要因であります。純資産

は、前連結会計年度末に比べ４千１百万円増加し、42億３千２百万円となりました。これは、当期純

利益とその他有価証券評価差額金で７千７百万円増加し、剰余金の配当で３千６百万円の減少となっ

たことによるものであります。 

  

②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

－ 5 －
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当連結会計年度における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４億８千６百万円増加し、当連結会計年度の期末残高は８億１千３百万円（前連結会計年度末比

148.7％増）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれら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・フローは、税金等調整前当期純利益が１億３千１百万円、減価償却費

２億４千５百万円に加え、たな卸資産の減少２億４千６百万円と仕入債務の増加２億７千９百万円等

により資金が増加、一方、売上債権の増加１億１千２百万円等により資金が減少し、差し引き９億５

千６百万円の資金の増加となりました。（前連結会計年度は２億６百万円の増加） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、試乗車に使用する車両購入費用等の有形固定資産等の取得

による支出４億３千５百万円により、４億３千３百万円の資金の減少となりました。（前連結会計年

度は４億２千３百万円の減少） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払３千６百万円により資金の減少となりまし

た。（前連結会計年度は５千４百万円の減少） 

  

 
  

②キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 68.3 68.9 72.0 65.9

時価ベースの自己資本比率（％） 39.0 25.3 18.4 18.4

債務償還年数（年） 0.1 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 149.9 145.3 159.1 746.8

(注)自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を

対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

－ 6 －

静岡スバル自動車㈱(7473)平成22年３月期決算短信



当社は、株主への利益還元を継続的かつ安定的に実施することを基本として、将来の事業展開や設備

投資を勘案しつつ、経営成績を反映して配当を実施する方針であります。 

このような基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては１株当たり３円を予定しておりま

す。なお、中間配当金として１株当たり３円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株当

たり６円となる予定です。 

また、次期の配当予想につきましては、前述の業績見通しを踏まえ、中間・期末とも３円の配当を見

込んでおります。 

  

当社グループの事業等に関するリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

は以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社が

判断したものであります。 

  

当社グループの売上高の約53％を富士重工業株式会社の新車売上が占めております。したがいまし

て、当社グループの経営成績は同社のブランド力及び商品力に大きな影響を受けることになります。

また、同社はトヨタグループとの提携によりＯＥＭ車の供給や新型車の共同開発を進めており、す

でに４車種がＯＥＭ供給されております。 

したがいまして、これらメーカーサイドの動きが今後当社の経営に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

コンプライアンスの面から企業の社会的責任がますます大きくなっておりますが、自動車販売業界

におきましても個人情報保護法等に関するコンプライアンスリスクが高まっております。 

また、間接的ではありますが、仕入製品の欠陥によるリコール問題も販売会社である当社の経営に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの事業エリアである静岡県は、東海大地震発生のリスクが指摘されており、万が一、

想定されている規模の大規模地震が発生した場合には、一部地域で店舗設備及びサービス設備の損壊

並びに人的被害による事業運営中断の可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①特定の商品への依存等について

②法的規制等の影響について

③自然災害のリスクについて
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当社グループは、当社、親会社、子会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており、自動

車・部品等の商品販売及び整備の他、産業機械等の製造販売・電機冷熱機器等の各種商品の販売等を主な

業務としております。 

当社企業集団の事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。 

  

 
  

以上の事業の系統図は次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

事業内容 会社

商品 
販売

スバル新車 静岡スバル自動車株式会社(当社)

中古車 静岡スバル自動車株式会社(当社)

輸入車(新車・中古車) 静岡スバル自動車株式会社(当社)・静岡ブイオート株式会社(連結子会社)

特機(特殊車両) 静岡スバル自動車株式会社(当社)・靜甲株式会社(親会社)

部品
静岡スバル自動車株式会社(当社)・靜甲株式会社(親会社)・静岡ブイオート株
式会社(連結子会社)

整備・その他 静岡スバル自動車株式会社(当社)・静岡ブイオート株式会社(連結子会社)

産業機械等の製造販売 靜甲株式会社(親会社)

電機冷熱機器等の販売 靜甲株式会社(親会社)

労働者派遣業 エススタッフサービス株式会社(非連結子会社)

金融業・コンサルティング業 鈴与ホールディングス株式会社(その他の関係会社)
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当社グループは、昭和34年に富士重工業株式会社の販売特約店として創立以来、「お客様の信頼に応

える」ことと「健全経営」を基本に経営を行ってまいりましたが、これを基礎として、企業に求められ

ている社会的責任を踏まえ、あらためて下記の経営理念を定めております。 

  

◇公正な企業活動を行う     ①法を守り、企業倫理を高める 

                ②社会に信頼される経営活動を行う 

                ③社会の一員として、地域との健全な関係を持続する 

◇社会に貢献する        ①お客様に高品質な商品とサービスを提供する 

                ②お客様に安全と安心をお届けする 

                ③適正な利益を確保し、健全な経営活動を継続する 

◇働きがいのある環境をつくる  ①社員一人ひとりの人格を尊重し、 

                 安全で働きやすい職場づくりを行う 

                ②仕事を通じて社員の成長を図り、 

                 仕事に喜びとやりがいを感じられる職場づくりを行う 

  

当社グループは、持続的かつ安定的な経営を実現するため、事業活動の効率性及び安全性に重きを置

いて収益の持続的な確保を目指しており、収益力の指標として営業利益及び経常利益を重視しておりま

す。 

  

昨年夏以降の新車販売の持ち直しは減税・補助金制度によるところが大きく、個人消費の本格的な回

復には相当な時間がかかることが予想されます。また、自動車業界におきましては、少子高齢化や若者

の車離れといった影響などにより、新車販売台数が減少しているという構造的な問題もあり、当社グル

ープの事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。 

この認識のもと、当社における も重要な課題は、現在そして将来の売上規模に見合った事業体制へ

の転換であり、もう一つは、お客様に選ばれる店づくりであると考えております。 

このような状況を踏まえ、当社は次のような行動目標に沿って事業を推進してまいります。 

  

上記のとおり、今後さらに厳しい事業環境が予想される中、当社は、持続的かつ安定的な経営を実

現するために営業拠点の統廃合を実施するなど、固定費削減を始めとした経営効率の向上を進めてま

いりましたが、引き続き、将来に向けて事業の規模及び体制の適正化を図り、企業価値の向上に取り

組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

◇事業体制の再構築

－ 9 －

静岡スバル自動車㈱(7473)平成22年３月期決算短信



スバル新車販売部門におきましては、トヨタグループから軽自動車のＯＥＭ供給がすでに始まり、

今後順次切り替わっていく予定になっております。この流れが当社の収益に今後どのような影響を及

ぼすか現時点では予想しにくい問題でありますが、いずれにしましても、軽自動車の販売状況に影響

されにくい収益構造を目指し、登録車販売に注力してまいります。 

また、市場の動向に左右されにくいサービス部門の収益力を高めることにも引き続き取り組んでま

いります。 

  

今後予想される厳しい事業環境を生き抜くためには、いかに当社の独自色を打ち出し、お客様に選

んでいただける会社づくり、店づくりを進めるかが重要であると考えております。引き続き、『総合

営業』及び『お客様に安全・安心をお届けする』をキーワードに、会社全体でお客様に向き合い、お

客様とのコミュニケーションをより深くすることでＣＳのレベルアップに取り組んでまいります。 

  

なお、当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、親会社であります靜甲株式会社の完全子

会社となる株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約

の効力発生日は平成22年８月１日であり、平成22年６月開催予定の両社の定時株主総会における承認を

前提として、準備を進めております。本件の詳細につきましては、平成22年５月14日付「靜甲株式会社

による静岡スバル自動車株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

◇登録車販売の強化及びサービス部門の収益向上

◇ＣＳ（お客様満足）のレベルアップ
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 327,050 813,440

受取手形及び売掛金 483,584 596,306

商品 609,957 555,915

仕掛品 13,155 10,906

貯蔵品 7,309 10,206

繰延税金資産 76,254 87,704

その他 180,934 129,525

貸倒引当金 △172 △6,853

流動資産合計 1,698,073 2,197,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,577,523 2,723,569

減価償却累計額 △1,704,197 △1,715,035

建物及び構築物（純額） 873,326 1,008,533

機械装置及び運搬具 759,963 783,637

減価償却累計額 △439,550 △479,990

機械装置及び運搬具（純額） 320,412 303,647

土地 2,364,021 2,364,021

建設仮勘定 7,065 －

その他 255,954 266,849

減価償却累計額 △215,488 △221,891

その他（純額） 40,465 44,958

有形固定資産合計 3,605,291 3,721,159

無形固定資産 29,114 17,512

投資その他の資産

投資有価証券 139,759 161,097

繰延税金資産 278,322 268,603

その他 69,547 55,754

投資その他の資産合計 487,629 485,454

固定資産合計 4,122,035 4,224,127

資産合計 5,820,109 6,421,279
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 856,119 1,135,440

未払法人税等 9,470 80,016

賞与引当金 132,521 162,392

その他 258,673 412,983

流動負債合計 1,256,783 1,790,832

固定負債

退職給付引当金 327,448 344,292

役員退職慰労引当金 33,500 40,700

その他 11,327 12,969

固定負債合計 372,276 397,961

負債合計 1,629,059 2,188,793

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 2,399,849 2,429,441

自己株式 △16,593 △16,593

株主資本合計 4,171,616 4,201,207

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,433 31,277

評価・換算差額等合計 19,433 31,277

純資産合計 4,191,049 4,232,485

負債純資産合計 5,820,109 6,421,279
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 11,631,696 11,696,574

売上原価 9,089,230 9,159,416

売上総利益 2,542,465 2,537,157

販売費及び一般管理費 ※1 2,556,117 ※1 2,419,022

営業利益又は営業損失（△） △13,651 118,135

営業外収益

受取利息 598 401

受取配当金 6,596 4,300

受取手数料 5,162 6,258

受取保険金 4,439 221

重量税還付金 1,345 1,862

物品売却益 － 2,389

その他 11,498 3,989

営業外収益合計 29,641 19,425

営業外費用

支払利息 1,299 1,280

支払手数料 2,732 1,470

売上割引 879 801

その他 562 412

営業外費用合計 5,473 3,964

経常利益 10,517 133,595

特別利益

前期損益修正益 － ※2 1,135

貸倒引当金戻入額 17 －

固定資産受贈益 5,584 －

投資有価証券売却益 － 76

特別利益合計 5,602 1,211

特別損失

固定資産除却損 ※3 8,655 ※3 3,461

投資有価証券評価損 336 －

減損損失 ※4 404,914 －

特別損失合計 413,906 3,461

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△397,787 131,345

法人税、住民税及び事業税 6,365 74,923

法人税等調整額 △145,200 △9,529

法人税等合計 △138,834 65,393

当期純利益又は当期純損失（△） △258,952 65,952
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 961,000 961,000

当期末残高 961,000 961,000

資本剰余金

前期末残高 827,360 827,360

当期末残高 827,360 827,360

利益剰余金

前期末残高 2,713,349 2,399,849

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △258,952 65,952

当期変動額合計 △313,499 29,591

当期末残高 2,399,849 2,429,441

自己株式

前期末残高 △16,355 △16,593

当期変動額

自己株式の取得 △238 －

当期変動額合計 △238 －

当期末残高 △16,593 △16,593

株主資本合計

前期末残高 4,485,354 4,171,616

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △258,952 65,952

自己株式の取得 △238 －

当期変動額合計 △313,737 29,591

当期末残高 4,171,616 4,201,207

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 35,695 19,433

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,262 11,844

当期変動額合計 △16,262 11,844

当期末残高 19,433 31,277

評価・換算差額等合計

前期末残高 35,695 19,433

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,262 11,844

当期変動額合計 △16,262 11,844

当期末残高 19,433 31,277

純資産合計

前期末残高 4,521,050 4,191,049

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △258,952 65,952

自己株式の取得 △238 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,262 11,844

当期変動額合計 △330,000 41,435

当期末残高 4,191,049 4,232,485
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△397,787 131,345

減価償却費 264,716 245,973

減損損失 404,914 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △76

投資有価証券評価損益（△は益） 336 －

固定資産受贈益 △5,584 －

有形固定資産除却損 8,655 3,461

前期損益修正損益（△は益） － △1,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 6,680

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,294 29,871

退職給付引当金の増減額（△は減少） 645 16,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,625 7,200

受取利息及び受取配当金 △7,195 △4,702

支払利息 1,299 1,280

売上債権の増減額（△は増加） 155,644 △112,721

たな卸資産の増減額（△は増加） 202,977 246,587

その他の資産の増減額（△は増加） 51,895 10,154

仕入債務の増減額（△は減少） △212,592 279,321

その他の負債の増減額（△は減少） △91,502 50,240

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,261 9,061

小計 333,508 919,387

利息及び配当金の受取額 7,195 4,702

利息の支払額 △1,299 △1,280

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △132,621 33,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 206,782 956,375

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 △429,279 △435,690

投資有価証券の売却による収入 － 176

子会社株式の取得による支出 － △1,795

その他の支出 △808 －

その他の収入 7,021 3,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △423,066 △433,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

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 △54,785 △36,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △271,069 486,389

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期末残高 327,050 813,440
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 

   静岡ブイオート㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 

   静岡ブイオート㈱

 (2) 非連結子会社の名称

   エススタッフサービス㈱

   連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社１社は、小規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

 (2) 非連結子会社の名称 

   エススタッフサービス㈱ 

   連結の範囲から除いた理由

同左

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び名称

   該当する会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数

及び名称

同左

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称

  ① 非連結子会社

    エススタッフサービス㈱

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称

  ① 非連結子会社

    エススタッフサービス㈱

  ② 関連会社

    該当する会社はありません。

    持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

  ② 関連会社

同左

    持分法を適用しない理由

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

     決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

    時価のあるもの

            同左

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  ② たな卸資産

        評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

   ⅰ 商品 

    Ａ 車両    個別法 

    Ｂ 部品・用品 移動平均法 

    Ｃ その他   個別法 

   ⅱ 仕掛品    個別法 

   ⅲ 貯蔵品    終仕入原価法

  ② たな卸資産

        評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

   ⅰ 商品 

    Ａ 車両    個別法 

    Ｂ 部品・用品 移動平均法 

    Ｃ その他   個別法 

   ⅱ 仕掛品    個別法 

   ⅲ 貯蔵品    終仕入原価法

   (会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評

価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更してお

ります。

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微

であります。

────────

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法 

また、耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法 

また、耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ４～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ２～20年

  ② 無形固定資産

    定額法

    ただし、自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

  ② 無形固定資産

同左

  ③ 長期前払費用 

    均等償却

  ③ 長期前払費用

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率を基に今後の回収可能

性を勘案した率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年

度に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。

  ② 賞与引当金

同左

  ③ 役員賞与引当金

    役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度

に負担すべき支給見込額を計上しております。 

なお、当連結会計年度に計上すべき金額はあり

ません。

  ③ 役員賞与引当金

同左

 

  ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による

定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

  ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による

定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

   (会計方針の変更）

    当連結会計年度から、「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）（企業会計基準委員

会 平成20年７月31日 企業会計基準第19号）

を適用しております。

    なお、この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。

  ⑤ 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

  ⑤ 役員退職慰労引当金

同左

 (4) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 (4) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  該当事項はありません。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から３か月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資であります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する企業基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用して

おります。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

────────

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表)

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日

内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」

「貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会

計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「仕掛

品」「貯蔵品」は、それぞれ650,080千円、15,999千

円、6,271千円であります。

────────

(連結損益計算書)

１．前連結会計年度において「損害保険差益」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「受取保険金」として掲記

しております。

(連結損益計算書)

「物品売却益」は前連結会計年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増した

ため区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度における「物品売却益」の金額は

2,738千円であります。

２．前連結会計年度において「車両事故損害金」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「支払手数料」として掲記

しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

給与 803,166千円

賞与引当金繰入額 77,409千円

退職給付引当金繰入額 46,879千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,000千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

貸倒引当金繰入額 6,680千円

給与 761,270千円

賞与引当金繰入額 92,420千円

退職給付引当金繰入額 52,839千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,025千円

 ２       ──────── ※２ 前期損益修正益

    前期損益修正益は前連結会計年度に計上した店

舗閉鎖に伴う原状回復費用等の見積り計上額の修

正によるものであります。 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 6,931千円

機械装置及び運搬具 24千円

その他(工具、器具及び備品) 880千円

その他(固定資産解体撤去費用) 818千円

 計 8,655千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 1,342千円

機械装置及び運搬具 637千円

その他(工具、器具及び備品) 258千円

その他(固定資産解体撤去費用) 1,223千円

計 3,461千円

 

 

※４ 減損損失

    当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。
 
  (1)概要

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び構
築物、土地

静岡支店(静岡市駿河
区)・清水港営業所(静岡
市清水区)・カースポット
藤枝(藤枝市)

    当社グループは、営業店舗ごとを 小単位とし

てグルーピングを行っております。 

 当社の営業店舗の一部について、経営資源の集

中による経営効率化を目的に、統廃合を実施する

ことといたしました。これにより、建物及び構築

物、土地の帳簿価額を回収可能価額まで減額して

おります。
 
  (2)減損損失の金額

金額 (千円)

建物及び構築物 65,374

土地 315,920

その他 23,620

合計 404,914
 
  (3)回収可能価額の算定方法等

    回収可能価額の算定に当たっては、正味売却価

額により測定しており、建物及び構築物、土地に

ついては不動産鑑定評価額により評価しておりま

す。

────────
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

事業の種類は「自動車関連事業」のみとなっておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

事業の種類は「自動車関連事業」のみとなっておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

在外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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

在外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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高については、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高については、該当事項はありません。 

  

以下の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。 

・連結貸借対照表関係             ・有価証券関係 

・連結株主資本等変動計算書関係        ・デリバティブ取引関係 

・連結キャッシュ・フロー計算書関係      ・退職給付関係 

・リース取引関係               ・ストック・オプション等 

・関連当事者との取引             ・企業結合等関係 

・税効果会計関係               ・賃貸等不動産関係 

・金融商品関係 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

（開示の省略）
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

当社は、本日開催の取締役会において、靜甲株式会社が当社を完全子会社とするための株式交換を行

うことを決議し、本日同社と株式交換契約を締結いたしました。詳細につきましては、本日発表の「靜

甲株式会社による静岡スバル自動車株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 691.56円

 
１株当たり純資産額 698.40円

 
１株当たり当期純損失 42.72円

 
１株当たり当期純利益 10.88円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式がない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △258,952 65,952

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

△258,952 65,952

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,060 6,060

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 248,616 731,848

受取手形 638 3,301

売掛金 471,094 584,539

商品 546,058 495,965

仕掛品 13,155 10,906

貯蔵品 7,273 10,161

前払費用 11,768 10,907

繰延税金資産 76,234 87,711

未収入金 164,298 109,511

その他 7,388 8,378

貸倒引当金 △19 △6,777

流動資産合計 1,546,507 2,046,455

固定資産

有形固定資産

建物 2,172,148 2,329,359

減価償却累計額 △1,411,027 △1,445,320

建物（純額） 761,120 884,038

構築物 403,970 392,805

減価償却累計額 △292,272 △268,735

構築物（純額） 111,697 124,069

機械及び装置 269,253 284,718

減価償却累計額 △209,831 △215,728

機械及び装置（純額） 59,422 68,989

車両運搬具 470,869 476,557

減価償却累計額 △220,859 △254,250

車両運搬具（純額） 250,010 222,307

工具、器具及び備品 249,662 260,776

減価償却累計額 △210,043 △216,621

工具、器具及び備品（純額） 39,619 44,155

土地 2,364,021 2,364,021

建設仮勘定 7,065 －

有形固定資産合計 3,592,956 3,707,581

無形固定資産

借地権 7,948 7,948

ソフトウエア 12,689 1,087

電話加入権 7,753 7,753

無形固定資産合計 28,392 16,789

投資その他の資産

投資有価証券 125,659 145,202

関係会社株式 145,392 147,187

出資金 290 290

長期前払費用 7,207 9,457

繰延税金資産 278,308 268,593

敷金及び保証金 58,996 42,896

その他 2,400 2,400

投資その他の資産合計 618,254 616,027

固定資産合計 4,239,603 4,340,398

資産合計 5,786,110 6,386,854
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 840,885 1,111,244

未払金 96,407 228,205

未払費用 72,100 77,200

未払法人税等 9,080 79,719

未払消費税等 6,351 19,473

前受金 20,010 22,625

預り金 52,671 57,258

賞与引当金 127,127 156,210

流動負債合計 1,224,634 1,751,937

固定負債

退職給付引当金 319,828 338,022

役員退職慰労引当金 29,775 39,550

その他 11,327 12,969

固定負債合計 360,931 390,541

負債合計 1,585,565 2,142,478

純資産の部

株主資本

資本金 961,000 961,000

資本剰余金

資本準備金 827,360 827,360

資本剰余金合計 827,360 827,360

利益剰余金

利益準備金 240,250 240,250

その他利益剰余金

別途積立金 1,930,000 1,930,000

繰越利益剰余金 239,095 271,081

利益剰余金合計 2,409,345 2,441,331

自己株式 △16,593 △16,593

株主資本合計 4,181,112 4,213,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,433 31,277

評価・換算差額等合計 19,433 31,277

純資産合計 4,200,545 4,244,375

負債純資産合計 5,786,110 6,386,854
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

商品売上高 8,450,068 8,601,611

整備売上高 2,148,658 2,051,013

その他の営業収益 542,921 584,931

売上高合計 11,141,648 11,237,556

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 546,469 546,058

当期商品仕入高 8,022,489 8,029,558

他勘定受入高 643,633 683,787

合計 9,212,592 9,259,404

商品他勘定振替高 1,313,627 1,298,826

商品期末たな卸高 546,058 495,965

商品売上原価 7,352,906 7,464,611

整備売上原価 1,364,457 1,349,821

売上原価合計 8,717,363 8,814,433

売上総利益 2,424,284 2,423,122

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 95,527 80,011

販売促進費 282,059 273,575

貸倒引当金繰入額 － 6,757

運賃 22,370 14,999

役員報酬 68,414 57,156

給料 770,705 727,843

賞与 104,231 105,779

賞与引当金繰入額 73,868 89,149

退職金 525 －

退職給付引当金繰入額 44,365 51,111

役員退職慰労引当金繰入額 10,100 9,775

福利厚生費 161,019 149,917

水道光熱費 48,036 41,596

通信費 61,109 85,576

減価償却費 218,446 201,926

車両費 2,731 1,831

事務用消耗品費 16,578 17,097

賃借料 106,136 91,197

租税公課 82,534 82,416

その他 266,802 222,595

販売費及び一般管理費合計 2,435,564 2,310,314

営業利益又は営業損失（△） △11,279 112,807
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 596 400

受取配当金 6,596 4,300

受取手数料 6,460 6,424

受取賃貸料 12,385 10,380

受取保険金 4,439 221

その他 10,949 8,389

営業外収益合計 41,428 30,117

営業外費用

支払利息 1,299 1,280

貸与資産減価償却費 3,627 3,317

支払手数料 2,344 1,470

売上割引 879 801

その他 948 410

営業外費用合計 9,098 7,280

経常利益 21,049 135,644

特別利益

前期損益修正益 － 1,135

投資有価証券売却益 － 76

貸倒引当金戻入額 17 －

固定資産受贈益 5,584 －

特別利益合計 5,602 1,211

特別損失

固定資産除却損 8,614 3,443

投資有価証券評価損 336 －

減損損失 404,914 －

特別損失合計 413,865 3,443

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △387,213 133,413

法人税、住民税及び事業税 5,975 74,626

法人税等調整額 △153,364 △9,560

法人税等合計 △147,388 65,066

当期純利益又は当期純損失（△） △239,824 68,347
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 961,000 961,000

当期末残高 961,000 961,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 827,360 827,360

当期末残高 827,360 827,360

資本剰余金合計

前期末残高 827,360 827,360

当期末残高 827,360 827,360

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 240,250 240,250

当期末残高 240,250 240,250

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,930,000 1,930,000

当期末残高 1,930,000 1,930,000

繰越利益剰余金

前期末残高 533,467 239,095

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △239,824 68,347

当期変動額合計 △294,371 31,985

当期末残高 239,095 271,081

利益剰余金合計

前期末残高 2,703,717 2,409,345

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △239,824 68,347

当期変動額合計 △294,371 31,985

当期末残高 2,409,345 2,441,331

自己株式

前期末残高 △16,355 △16,593

当期変動額

自己株式の取得 △238 －

当期変動額合計 △238 －

当期末残高 △16,593 △16,593

株主資本合計

前期末残高 4,475,722 4,181,112

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △239,824 68,347

自己株式の取得 △238 －

当期変動額合計 △294,609 31,985

当期末残高 4,181,112 4,213,098
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 35,695 19,433

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,262 11,844

当期変動額合計 △16,262 11,844

当期末残高 19,433 31,277

評価・換算差額等合計

前期末残高 35,695 19,433

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,262 11,844

当期変動額合計 △16,262 11,844

当期末残高 19,433 31,277

純資産合計

前期末残高 4,511,418 4,200,545

当期変動額

剰余金の配当 △54,546 △36,361

当期純利益又は当期純損失（△） △239,824 68,347

自己株式の取得 △238 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,262 11,844

当期変動額合計 △310,872 43,830

当期末残高 4,200,545 4,244,375
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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)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式…移動平均法による原

価法

(1) 子会社株式…同左

(2) その他有価証券

  時価のあるもの…期末日の市場価

格等に基づく時

価法

          (評価差額は全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの…同左

  時価のないもの…移動平均法によ

る原価法

  時価のないもの…同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 商品

 ① 車両

個別法

 ② 部品・用品

移動平均法

 ③ その他

個別法

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 商品

 ① 車両

個別法

 ② 部品・用品

移動平均法

 ③ その他

個別法

(2) 仕掛品

個別法

(2) 仕掛品

個別法

(3) 貯蔵品

終仕入原価法

(3) 貯蔵品

終仕入原価法

 (会計方針の変更）

 当事業年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用し、

評価基準については、原価法から

原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しておりま

す。

 なお、この変更に伴う損益に与

える影響はありません。

───────

－ 29 －

静岡スバル自動車㈱(7473)平成22年３月期決算短信



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法

  また、耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年

工具、器具及び備品 ２～20年

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法

  また、耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ４～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年

工具、器具及び備品 ２～20年

(2) 無形固定資産

  定額法

  ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用 

  均等償却

(3) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率を基に今後の回収可能性を

勘案した率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給

見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

   役員の賞与支給に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

なお、当事業年度に計上すべき金

額はありません。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると認

められる額を計上しております。

   数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(14年)に

よる定額法により、それぞれ発生

の翌期から費用処理しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると認

められる額を計上しております。

   数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(14年)に

よる定額法により、それぞれ発生

の翌期から費用処理しておりま

す。

 (会計方針の変更）

 当事業年度から、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準委員会 平成

20年７月31日 企業会計基準第19

号）を適用しております。

 なお、この変更に伴う損益に与

える影響はありません。

(5) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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当社は、本日開催の取締役会において、靜甲株式会社が当社を完全子会社とするための株式交換を行

うことを決議し、本日同社と株式交換契約を締結いたしました。詳細につきましては、本日発表の「靜

甲株式会社による静岡スバル自動車株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

(6)【会計処理方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し

ております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては該当がないため、この変更に伴う損益に与える影響

はありません。

────────

【表示方法の変更】

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．前事業年度において「損害保険差益」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業

年度より「受取保険金」として掲記しております。

────────

２．前事業年度において「車両事故損害金」として掲記

されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事

業年度より「支払手数料」として掲記しておりま

す。

(重要な後発事象)
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開示内容が定まり次第開示いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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