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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 6,825 18.9 423 66.2 358 91.5 350 91.8
23年3月期第1四半期 5,742 11.8 254 12.0 187 9.5 182 9.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 350百万円 （91.8％） 23年3月期第1四半期 182百万円 （―％）

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 16.09 ―

23年3月期第1四半期 8.39 ―

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 11,033 2,240 20.3
23年3月期 11,125 1,909 17.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,240百万円 23年3月期  1,909百万円

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  ：  無  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 12,363 3.4 447 △34.2 367 △33.1 354 △34.3 16.31
通期 24,475 △1.3 852 △35.6 695 △34.4 670 ― 29.91

user
ﾊﾅﾃﾝ新ﾛｺﾞ



(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）2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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 16,155,600 株 23年3月期 16,155,600 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 279 株 23年3月期 279 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,155,321 株 23年3月期1Q 16,155,363 株



(参考） 種類株式の配当と発行済株式数

1.種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

種類株式A － 0.00 － 0.00 0.00

種類株式B － － － 30.00 30.00

 24年3月期

種類株式A －

種類株式B －

 24年3月期（予想）

種類株式A 0.00 － 0.00 0.00

種類株式B － － 30.00 30.00

2.種類株式の発行済株式数

(1)種類株式A

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期第１四半期 5,597,100 株 23年3月期 5,597,100 株

 ② 期末自己株式数 24年3月期第１四半期 － 株 23年3月期 － 株

 ③ 期中平均株式数 24年3月期第１四半期 5,597,100 株 23年3月期第１四半期 5,597,100 株

(注)種類株式Aは、議決権がないことを除いて、普通株式と同様の権利を有する種類株式のため、1ページの【サマリー情報】の各1株当たり情報
算定の株式数に含めております。

(2)種類株式B

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期第１四半期 666,666 株 23年3月期 666,666 株

 ② 期末自己株式数 24年3月期第１四半期 － 株 23年3月期 － 株

(注)種類株式Bは、普通株式及び種類株式Aに対して配当と残余財産の分配に関して優先権を有する株式。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、３月１１日に発生した東日本大震災の影響に端を発する電力

不足による生産・消費の低迷が危ぶまれておりましたが、サプライチェーンの回復に伴う生産向上など震災前の状

況に戻りつつありますが、依然として先行き不透明な状況となっております。 

自動車業界におきましても、電力不足に伴う各メーカーの輪番対応等厳しい生産体制となっておりますが、当初

の予想を上回る早さでサプライチェーンの立て直しが進んだことによる生産の回復や、東北地方を中心とした中古

自動車の需要向上など様々な要因が混在する状況となりました。 

このような状況の中で当社グループは、お客様を第一に考え行動を起し、地域に根ざした店舗運営を進める事

で、お客様への「安心」のご提供を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、自動車販売台数が 台(前年同期比 ％増)と、昨年度オ

ープンした販売店、買取店の台数の寄与や整備工場増設に伴う取扱台数の増加などから、売上高 百万円(前年

同期比 ％増)となり、コスト削減チームによる横断的なコスト改善や逓減の維持によりコストを抑えることが

できたため、営業利益 百万円(前年同期比 ％増)、経常利益 百万円(前年同期比 ％増)と売上高、利益

面共に大幅に増加し、四半期純利益は 百万円(前年同期比 ％増)となりました。 

（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の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。流動資産は 百万円となり、 百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加( 百万円)、

商品及び製品の減少( 百万円)、未収入金の減少( 百万円)等です。固定資産は 百万円となり、 百万円

減少いたしました。有形固定資産は 百万円となり、 百万円減少、無形固定資産は 百万円となり、 百万円

減少いたしました。投資その他の資産は 百万円となり、 百万円減少いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしま

した。流動負債は 百万円となり、 百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金の減少( 百万

円)、未払金の減少( 百万円)等です。固定負債は 百万円となり、 百万円減少いたしました。主な要因

は、長期借入金の減少( 百万円)等です。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたし

ました。主な要因は、四半期純利益( 百万円)の計上による増加です。この結果、自己資本比率は前連結会計年

度末の ％から ％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日に公表した業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 1,806 2,089

受取手形及び売掛金 104 97

商品及び製品 2,272 2,046

原材料及び貯蔵品 7 6

未収入金 1,137 1,029

繰延税金資産 186 186

その他 197 189

貸倒引当金 △23 △23

流動資産合計 5,688 5,621

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 443 441

土地 3,910 3,910

その他（純額） 325 313

有形固定資産合計 4,679 4,666

無形固定資産 76 74

投資その他の資産   

差入保証金 520 520

その他 197 186

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 680 670

固定資産合計 5,437 5,412

資産合計 11,125 11,033
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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   

買掛金 249 182

短期借入金 388 272

1年内返済予定の長期借入金 543 574

リース債務 28 28

未払金 1,368 1,172

未払法人税等 37 14

引当金 66 103

その他 650 637

流動負債合計 3,333 2,986

固定負債   

長期借入金 5,421 5,356

リース債務 116 109

その他 344 341

固定負債合計 5,882 5,807

負債合計 9,215 8,793

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 354 354

利益剰余金 555 885

自己株式 △0 △0

株主資本合計 1,909 2,240

純資産合計 1,909 2,240

負債純資産合計 11,125 11,033
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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 5,742 6,825

売上原価 4,444 5,206

売上総利益 1,298 1,619

販売費及び一般管理費 1,043 1,195

営業利益 254 423

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 0

受取手数料 1 1

その他 3 4

営業外収益合計 4 5

営業外費用   

支払利息 62 54

その他 9 15

営業外費用合計 71 70

経常利益 187 358

税金等調整前四半期純利益 187 358

法人税、住民税及び事業税 4 8

法人税等調整額 － －

法人税等合計 4 8

少数株主損益調整前四半期純利益 182 350

少数株主利益 － －

四半期純利益 182 350

㈱ハナテン(9870）平成24年３月期第１四半期決算短信

－ 6 －



（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 182 350

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － －

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 － －

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 182 350

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 182 350

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。 

  

  

（自己株式の取得） 

当社は平成23年７月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、下記

のとおり取得しました。 

① 自己株式の取得を行った理由 

株主価値の向上を目的とし潜在株式への対応や資本効率の改善を高めるため 

② 取得対象株式の種類 

当社普通株式 

③ 取得した株式の総数 

4,036,400株 

④ 株式の取得価額の総額 

492百万円 

⑤ 取得日 

平成23年７月29日 

⑥ 取得の方法 

大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場における取得 

（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

（５）重要な後発事象
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