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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

 23年3月期第1四半期 21,050 8.9 952 93.4 894 120.1 435 116.3

 22年3月期第1四半期 19,327 △16.2 492 42.9 406 33.0 201 －

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

 23年3月期第1四半期 12.66 12.01

 22年3月期第1四半期 6.18 －

 (2) 連結財政状態

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

 23年3月期第1四半期 65,377 10,898 15.4 293.17

 22年3月期 67,829 10,489 14.3 281.30

(参考) 自己資本  23年3月期第1四半期 10,085百万円  22年3月期 9,676百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

 23年3月期 ―

 23年3月期(予想) 4.00 ― 3.00 7.00

3. 平成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(累計)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(累計) 45,000 8.2 2,200 53.1 2,000 59.6 1,000 77.3 29.19

通期 88,000 △0.3 4,200 △5.9 3,600 △14.8 1,600 △11.6 46.88



 

 

当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で

記載しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしまし

た。なお、比較を容易にするため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても百万円

単位に組替え表示しております。 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

 （金額表示単位の変更について）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 35,924,118株 22年3月期 35,924,118株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 1,524,432株 22年3月期 1,524,344株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 34,399,745株 22年3月期1Ｑ 32,569,378株

（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）
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①業績全般の概況 
国内の新車販売台数は、政府のエコカー減税や買替補助金制度等の経済対策効果等もあり好調に推移し

ており、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ける新車、中古車を合わせた自動車
販売台数は13,420台と、前年同期に比べ1,579台（13.3％）増加いたしました。 
 今年9月末に予定されている買替補助金制度の終了等の影響により、市場の先行きは不透明かつ厳しい
状況にありますが、当社グループはかねてより、新車・中古車の台当り粗利の改善、サービス部門の収益
性の改善、大幅な経費削減等に取り組み、損益分岐点を引き下げると同時に財務体質の改善にも継続的に
取り組んでおり、販売台数の減少に充分対応できる企業体質の強化を成し遂げました。 
 また、環境関連事業をはじめとする自動車販売関連事業以外のその他事業も好調に推移いたしました。
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年6月30日までの3ヶ月間）の連結
売上高は210億50百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益は9億52百万円（前年同期比93.4％増）、経常
利益は8億94百万円（前年同期比120.1％増）、四半期純利益は4億35百万円（前年同期比116.3％増）とな
り、第１四半期としては営業利益、経常利益、四半期純利益のすべての項目で過去 高となりました。 
  
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、全般的にハイブリッド車、ミニバン、コンパクトカー等の受注が好調に推移し、ホン
ダ車の販売台数が1,251台（前年同期比23.5％増）、日産車の販売台数が3,577台（前年同期比10.7％
増）となり、当社グループの新車販売台数は4,962台（前年同期比15.2％増）となりました。  
 中古車部門では、輸出台数は1,770台（前年同期比6.8％増）と好調を維持し、前年同期比で増加に転
じた国内販売を含めた当社グループの中古車販売台数は8,458台（前年同期比12.3％増）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向上に注力し、好調であった前年並みの
売上と利益を確保いたしました。  
 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と既存店の稼動がともに好調に推移し、増収
増益となりました。  
 以上の結果、売上高は202億96百万円（前年同期比12.6％増）、営業利益は8億65百万円（前年同期比
132.2％増）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、中国、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するとともに、製品のコストダウンにも取り組んでま
いりました。 
 当第1四半期連結累計期間については、特にイギリス向けの販売台数が堅調に推移した結果、売上高
は5億7百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益は1億36百万円（0.6％増）となりました。 

  

[住宅関連事業] 
 住宅関連事業につきましては、「３．四半期連結財務諸表（5）セグメント情報」に記載のとおりで
あります。  

  

（注）当第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更しております。前年同期との比較に関する事

項は、前年同期の数値を変更後の事業部門に組み替えた金額との比較によっております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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 当第１四半期連結会計期間末における総資産は653億77百万円となり、前連結会計年度末678億29百
万円と比較し24億51百万円減少いたしました。流動資産は205億44百万円となり、26億8百万円減少い
たしました。これは主に現金及び預金、商品、未収入金の減少、前払費用の増加によるものでありま
す。固定資産は448億33百万円となり、1億56百万円増加いたしました。これは主にリース資産の増
加、のれんの減少によるものであります。 
 負債合計は544億78百万円となり、前連結会計年度末573億39百万円と比較し28億60百万円減少いた
しました。流動負債は381億68百万円となり、47億24百万円減少いたしました。これは主に買掛金、
未払法人税等の減少によるものであります。固定負債は163億9百万円となり、18億63百万円増加いた
しました。これは主に長期借入金、資産除去債務の増加によるものであります。 
 純資産合計は108億98百万円となり、前連結会計年度末104億89百万円と比較し4億9百万円増加いた
しました。 

  

 平成23年3月期 第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、平成22年5月13日付け「決算
短信」から修正しております。詳細は、本日別途開示いたします「業績予想の修正（上方）及び配当
予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 なお、平成23年3月期 通期の連結業績予想につきましては、平成22年5月13日付け「決算短信」の
業績予想を据え置いておりますが、下期における市場動向や業績動向等を精査し、修正の必要が生じ
た場合には速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①たな卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末

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。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 
「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日)を適用しております。 
これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ2百万円、税金等調整前四半期純利益は1億34百万円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2億56百万円であ
ります。 

②表示方法の変更 

四半期連結損益計算書関係 
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期
連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  
  

該当事項はありません。 

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,749 7,042

受取手形及び売掛金 3,194 3,237

商品及び製品 5,544 6,758

仕掛品 254 188

原材料及び貯蔵品 92 87

その他 5,737 5,866

貸倒引当金 △29 △29

流動資産合計 20,544 23,152

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,863 16,653

減価償却累計額 △10,495 △10,310

建物及び構築物（純額） 6,368 6,342

機械装置及び運搬具 2,226 2,200

減価償却累計額 △1,324 △1,316

機械装置及び運搬具（純額） 901 884

土地 16,415 16,415

その他 3,697 3,392

減価償却累計額 △1,889 △1,724

その他（純額） 1,808 1,668

有形固定資産合計 25,494 25,311

無形固定資産

のれん 11,693 11,882

その他 610 620

無形固定資産合計 12,303 12,502

投資その他の資産

投資有価証券 4,818 4,728

その他 2,418 2,331

貸倒引当金 △201 △197

投資その他の資産合計 7,035 6,862

固定資産合計 44,833 44,676

資産合計 65,377 67,829
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,980 13,081

短期借入金 21,773 21,227

未払法人税等 241 1,287

賞与引当金 360 814

その他 6,813 6,482

流動負債合計 38,168 42,893

固定負債

社債 290 290

長期借入金 11,346 9,799

退職給付引当金 1,469 1,481

役員退職慰労引当金 216 208

資産除去債務 256 －

その他 2,730 2,667

固定負債合計 16,309 14,446

負債合計 54,478 57,339

純資産の部

株主資本

資本金 2,453 2,453

資本剰余金 991 991

利益剰余金 6,681 6,315

自己株式 △193 △193

株主資本合計 9,934 9,567

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 150 109

評価・換算差額等合計 150 109

新株予約権 57 57

少数株主持分 756 755

純資産合計 10,898 10,489

負債純資産合計 65,377 67,829
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 19,327 21,050

売上原価 15,255 16,476

売上総利益 4,071 4,573

販売費及び一般管理費 3,579 3,620

営業利益 492 952

営業外収益

受取賃貸料 34 17

為替差益 1 －

持分法による投資利益 － 54

その他 57 57

営業外収益合計 93 130

営業外費用

支払利息 127 132

その他 51 56

営業外費用合計 179 188

経常利益 406 894

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 6

違約金収入 358 －

助成金収入 － 2

その他 48 －

特別利益合計 407 8

特別損失

減損損失 349 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 131

その他 22 40

特別損失合計 371 173

税金等調整前四半期純利益 441 729

法人税、住民税及び事業税 33 240

法人税等調整額 199 41

法人税等合計 233 281

少数株主損益調整前四半期純利益 － 448

少数株主利益 6 12

四半期純利益 201 435
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 441 729

減価償却費 438 383

のれん償却額 189 189

減損損失 349 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △440 △454

支払利息 127 132

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 131

売上債権の増減額（△は増加） 445 144

たな卸資産の増減額（△は増加） 509 1,071

仕入債務の増減額（△は減少） △1,249 △4,100

その他 487 104

小計 1,304 △1,664

利息及び配当金の受取額 10 32

利息の支払額 △109 △121

法人税等の支払額 △505 △1,281

営業活動によるキャッシュ・フロー 699 △3,034

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 △388 △255

有形固定資産の売却による収入 483 150

投資有価証券の取得による支出 △37 △21

投資有価証券の売却による収入 140 29

貸付けによる支出 △1 △174

貸付金の回収による収入 220 200

その他 △49 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー 366 △99

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） 502 458

長期借入れによる収入 1,380 2,700

長期借入金の返済による支出 △917 △1,065

配当金の支払額 － △68

その他 △110 △174

財務活動によるキャッシュ・フロー 854 1,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,917 △1,293

現金及び現金同等物の期首残高 1,908 6,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,825 5,689
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30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  

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30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。  

  

(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】

自動車販売 

関連事業 

(百万円)

住宅関連 

事業 

(百万円)

不動産賃貸 

事業 

(百万円)

投資関連 

事業 

(百万円)

環境関連 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対す

る売上高
18,002 678 125 － 520 19,327 － 19,327

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

8 33 10 13 － 66 （66） －

計 18,011 712 135 13 520 19,393 （66） 19,327

営業利益 

(△は営業損失)
360 △14 61 △10 136 534 （42） 492

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは持株会社体制をとっており、当社は持株会社としてグループ事業戦略の立案及び全般管

理を行い、各子会社において事業活動を展開しております。当社は、取り扱い商品及びサービス別にセグ

メントを構成しており、「自動車販売関連事業」「環境関連事業」「住宅関連事業」を報告セグメントと

しております。 

「自動車販売関連事業」は、新車・中古車の販売及び自動車の修理を行う新車ディーラー事業を中心に

輸入車インポーター事業、中古車輸出事業、レンタカー事業などの自動車販売関連事業を行っています。

「環境関連事業」は、電力制御機器装置の設計、開発、製造及び販売を行っております。「住宅関連事

業」は、一戸建て住宅の販売、建築請負等行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) 1 その他は、グループ全社管理部門及び投資事業であります。 

2 セグメント利益の調整額は、 すべてセグメント間取引消去であります。 

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

（単位：百万円）

報告セグメント

その他
（注）1

合計
調整額 
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）3

自動車販売
関連事業

環境
関連事業

住宅
関連事業

売上高

  外部顧客への売上高 20,296 507 205 40 21,050 － 21,050

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

16 0 18 158 194 △194 －

計 20,313 508 223 198 21,244 △194 21,050

セグメント利益又は損失(△) 865 136 △57 6 949 3 952

（追加情報）

(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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