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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 11,177 9.7 626 95.7 646 86.5 426 ―
23年3月期第1四半期 10,186 18.7 319 28.0 346 17.5 △474 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 432百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △545百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 26.99 26.65
23年3月期第1四半期 △28.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 29,843 24,755 82.7
23年3月期 29,469 24,426 82.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  24,674百万円 23年3月期  24,345百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有   

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

23年3月期 ― 5.00 ― 6.50 11.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.50 ― 6.50 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 43,500 0.7 1,950 3.7 2,000 1.7 1,200 117.6 75.91



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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
半期連結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、添付資料２
ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 23,063,012 株 23年3月期 23,063,012 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,255,424 株 23年3月期 7,255,424 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,807,588 株 23年3月期1Q 16,756,205 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生とその後の電力事情の悪化等により、サ

プライチェーンが混乱し生産活動が大きく落ち込むなど、大変厳しい状況となりました。 

自動車販売業界におきましては、供給面の制約及び消費マインドの冷え込みから、国産車新車販売は大きく落

ち込みました。第１四半期の新車登録台数は、774千台となり、前年同期に比べ33.1％減少いたしました。また、

国産中古車のマーケットも依然厳しい状況が続いており、第１四半期の中古車登録台数は1,553千台（前年同期比

1.9％減）と前年同期実績を下回っております。一方、外国メーカー車につきましては、新車登録台数は49千台

（前年同期比12.5％増加）となりました。 

このような状況のもと、当社グループの経営成績は、以下のとおりとなりました。 

売上高は、前年同期に比べ990百万円増加の11,177百万円（前年同期比9.7％増加）となりました。利益につい

ては、営業利益は前年同期に比べ306百万円増加の626百万円（同95.7％増加）、経常利益は前年同期に比べ300百

万円増加の646百万円（同86.5％増加）となりました。純利益は前年同期に比べ900百万円増加の426百万円（前年

同期は474百万円の純損失）となりました。 

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ374百万円増加して29,843百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が295百万円増加しましたが、商品及び製品が146百万円減少したことによる

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加して5,087百万円となりました。これは主に、その他流動負債が

280百万円増加しましたが、未払法人税等が251百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ329百万円増加して24,755百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により未定としておりましたが、最近の経

営環境及び業績動向等を踏まえ、公表することといたしました。なお、業績予想数値につきましては、発表日現在

において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる

結果となる可能性があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

  

国産車販売事業  輸入車ディーラー事業 

売上高  営業利益  売上高  営業利益  

  

 当第１四半期 

 百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％ 

5,049 6.6 258 77.5 6,128 12.4 227 222.5

 前第１四半期  4,734  －  145  －  5,451   －  70  － 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,414 3,709

受取手形及び売掛金 824 812

有価証券 10 106

商品及び製品 5,215 5,069

仕掛品 39 66

原材料及び貯蔵品 152 142

繰延税金資産 263 284

その他 572 803

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 10,489 10,991

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,180 6,074

機械装置及び運搬具（純額） 735 737

工具、器具及び備品（純額） 78 73

土地 9,802 9,860

建設仮勘定 488 488

有形固定資産合計 17,285 17,235

無形固定資産 52 48

投資その他の資産   

投資有価証券 700 707

繰延税金資産 33 31

その他 934 854

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 1,642 1,567

固定資産合計 18,979 18,851

資産合計 29,469 29,843
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,129 1,090

1年内返済予定の長期借入金 9 6

未払金及び未払費用 372 534

未払法人税等 477 226

賞与引当金 191 103

資産除去債務 20 20

その他 770 1,050

流動負債合計 2,970 3,031

固定負債   

長期借入金 107 105

繰延税金負債 1,479 1,465

資産除去債務 61 61

その他 424 423

固定負債合計 2,072 2,056

負債合計 5,042 5,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,321 6,321

資本剰余金 6,439 6,439

利益剰余金 16,815 17,139

自己株式 △5,279 △5,279

株主資本合計 24,296 24,620

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48 54

その他の包括利益累計額合計 48 54

新株予約権 80 80

純資産合計 24,426 24,755

負債純資産合計 29,469 29,843
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 10,186 11,177

売上原価 8,232 8,914

売上総利益 1,954 2,262

販売費及び一般管理費 1,634 1,636

営業利益 319 626

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 9 9

受取地代家賃 12 12

その他 12 7

営業外収益合計 38 31

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸費用 7 7

その他 2 3

営業外費用合計 11 11

経常利益 346 646

特別損失   

固定資産除却損 12 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

減損損失 718 －

特別損失合計 777 －

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（△）

△430 646

法人税、住民税及び事業税 136 254

法人税等調整額 △93 △34

法人税等合計 43 220

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△474 426

四半期純利益又は四半期純損失（△） △474 426
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△474 426

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 5

その他の包括利益合計 △71 5

四半期包括利益 △545 432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △545 432

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ケーユーホールディングス（9856）平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 8 -


	20110803uji
	20110803



