
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オートリ 上場取引所 大 
コード番号 3411 URL http://www.ohtori-gp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 江藤 克己
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 大田 正和 TEL 03-3230-7110
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 13,918 △7.7 △75 ― △97 ― △104 ―
23年3月期第2四半期 15,087 15.6 △122 ― △136 ― △148 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △105百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △158百万円 （―％）

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2四半期 △2.10 ―
23年3月期第2四半期 △2.96 ―

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

24年3月期第2四半期 10,668 6,782 63.6 135.63
23年3月期 11,066 6,888 62.2 137.74
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,782百万円 23年3月期  6,888百万円

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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 29,652 △3.6 △150 ― △184 ― △241 ― △4.82



(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おりません。 

※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。 
 業績予想の前提条件およびその他関連する事項については、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

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2Q 50,020,000 株 23年3月期 50,020,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 13,743 株 23年3月期 13,743 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 50,006,257 株 23年3月期2Q 50,007,317 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生に伴い落ち込んでいた消費マインドの回

復、サプライチェーンの正常化が進むなど経済全体に持ち直しの動きが見られましたものの、電力供給の制約に伴

う生産活動の低下、雇用情勢の悪化、円高の長期化、株価の低迷など景気の下振れリスクが潜在し先行き不透明感

が持続する結果となりました。 

 このような情勢のもと、当社グループにおきましては「事業の選択と集中」「コスト構造改革」を方針に掲げ、

収益基盤の再構築に取組んでまいりました。  

しかしながら、コスト構造改革につきましては計画通り進捗し大幅なコストの圧縮となりましたものの、各事

業の強化につきましては採算性の検討と事業の見直しが先行し、十分な収益計上には至りませんでした。また、パ

ーキング事業およびリセール事業の不採算物件については閉鎖・撤退を断行したことから、それらに伴う費用を計

上いたしました。そのようなことから、売上高13,918百万円（前年同期比92.3％）、営業損失75百万円（前年同期

は営業損失122百万円）、経常損失97百万円（前年同期は経常損失136百万円）、四半期純損失104百万円（前年同

期は四半期純損失148百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

〈業務受託事業〉 

 業務受託事業は、クレジット周辺業務の業務受託が減少する中、放送受信料金収納業務の本格展開による業績貢

献を目指してまいりましたが、人員の固定化が進まず目標とする営業成績を下回ったことから、売上高317百万円

（前年同期比95.7％）、営業利益８百万円（前年同期比124.7％）となりました。 

  

〈パーキング事業〉 

 パーキング事業は、新たに17車室を開設いたしましたが、不採算現場の閉鎖を推し進めたことにより89車室を閉

鎖いたしました結果、1,846車室となりました。駐車場運営規模の拡大には至りませんでしたが、減収分を自動販

売機の設置など関連収入で補った結果、売上高341百万円（前年同期比100.5％）、営業利益29百万円（前年同期比

80.9％）となりました。 

  

〈リセール事業〉 

 株式会社甲南チケットを中心とするリセール事業は、前連結会計年度に11店舗出店したことにより、売上高

8,966百万円（前年同期比109.7％）と拡大いたしました。しかしながら出店に伴う費用の増加、一部不採算店によ

る収益の押し下げなどにより、営業利益23百万円（前年同期比76.8％）となりました。 

 また、常態的に不採算店であった４店舗を当第２四半期連結会計期間末に閉鎖いたしました。 

  

〈ファクタリング事業〉 

 ファクタリング事業は、東日本大震災の発生に伴う旅行需要の低迷が回復傾向にあり当第２四半期連結会計期間

（７月～９月）は順調に推移いたしました。しかしながら、第１四半期連結会計期間（４月～６月）までの落ち込

みをカバーできなかった結果、売上高3,993百万円（前年同期比66.8％）、営業利益８百万円（前年同期比

80.0％）となりました。 

  

〈その他の事業〉 

 その他の事業につきましては、繊維仲介業務が堅調に推移いたしました結果、売上高303百万円（110.9％）と拡

大いたしました。また、ブランドバッグレンタル事業の廃止に伴いコストが大きく減少したことにより、営業利益

28百万円（前年同期は営業損失５百万円）となりました。 

  

〈参考〉 

当社グループは、当期において「コスト構造改革」を方針に掲げております。 

 当第２四半期累計期間における当社単体の販売費及び一般管理費の推移は以下の通りであります。 

                                         （単位：千円） 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減額 

販売費及び一般管理費 461,033 374,958 △86,075



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産額は、10,668百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円減少いた

しました。主な要因は営業貸付金及び割賦売掛金の減少によるものであります。 

 負債総額は、3,885百万円となり、前連結会計年度末に比べ292百万円減少いたしました。主な要因は短期借入金

の減少によるものであります。 

 純資産総額は、6,782百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円減少いたしました、主な要因は、四半期

純損失の計上によるものであります。なお、この結果、自己資本比率は63.6%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成23年５月10日に公表いたしました平成24年３月期通期業績予想を修正して

おります。 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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。 

  

 当社グループは、前連結会計年度において359百万円の営業損失と２期連続で営業損失を計上したことに加え、460

百万円の当期純損失と３期連続で当期純損失を計上いたしました。当第２四半期連結累計期間においても、75百万円

の営業損失および104百万円の四半期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象が存在しております。 

 当該状況を改善すべく、当社グループの「事業の選択と集中」「コスト構造改革」による業績改善を図るため、以

下のような施策に取組んでまいります。 

  

① 営業施策 

  当社グループは、事業の選択と集中に加え、各事業における収益力の改善に努めてまいります。  

  イ．パーキング事業 

  車室の規模拡大に集中するとともに、物件ごとのスクラップ アンド ビルドに取組み収益改善を図ってまい

ります。 

  また、継続して賃料およびその他経費の改善に取組んでまいります。 

ロ．リセール事業 

  連結子会社である株式会社甲南チケットにおきましては、新たな高収益商材を追求するとともに、店舗のスク

ラップ アンド ビルドにより収益改善を図ってまいります。 

ハ．ファクタリング事業 

  一般債権のファクタリングにより事業領域の拡大を図るとともに、既存の手数料率を見直すことにより収益改

善に努めてまいります。 

  

② 経営効率の改善 

 全社横断的なコスト改革に取組んでまいります。 

  

③ 資金の確保 

 資金需要に応じ、取引金融機関からの円滑な資金調達を図ってまいります。 

  

 以上の対応策をとっていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し

ております.  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,422,418 1,299,911

受取手形及び売掛金 180,566 135,532

ファクタリング債権 773,878 972,799

割賦売掛金 532,275 412,052

営業貸付金 785,328 709,634

商品及び製品 782,360 673,097

仕掛品 44,157 30,770

販売用不動産 356,179 356,179

繰延税金資産 794 794

その他 113,093 125,003

貸倒引当金 △14,244 △16,315

流動資産合計 4,976,807 4,699,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,440,212 1,432,646

減価償却累計額 △679,363 △685,877

建物及び構築物（純額） 760,848 746,768

機械装置及び運搬具 3,258 3,258

減価償却累計額 △2,440 △2,686

機械装置及び運搬具（純額） 818 572

土地 4,021,150 4,021,150

リース資産 154,530 141,722

減価償却累計額 △91,005 △100,335

リース資産（純額） 63,525 41,386

レンタル資産 45,965 63,535

減価償却累計額 △4,554 △9,968

レンタル資産（純額） 41,411 53,566

その他 182,971 179,194

減価償却累計額 △127,796 △134,335

その他（純額） 55,174 44,859

有形固定資産合計 4,942,929 4,908,304

無形固定資産   

のれん 653,728 597,051

その他 51,315 46,926

無形固定資産合計 705,044 643,977

投資その他の資産   

投資有価証券 170,483 165,800

破産更生債権等 95,302 70,698

その他 239,821 235,724

貸倒引当金 △63,439 △55,699

投資その他の資産合計 442,169 416,524

固定資産合計 6,090,143 5,968,807

資産合計 11,066,950 10,668,268



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 92,983 85,330

短期借入金 1,955,000 1,818,000

1年内返済予定の長期借入金 294,980 294,980

リース債務 33,508 29,870

未払法人税等 － 14,746

賞与引当金 43,646 43,242

割賦利益繰延 18,966 12,232

その他 195,082 235,344

流動負債合計 2,634,168 2,533,745

固定負債   

長期借入金 1,138,660 991,170

社債 267,800 239,400

リース債務 59,807 36,978

退職給付引当金 44,372 47,476

役員退職慰労引当金 20,004 23,689

繰延税金負債 583 35

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,544,726 1,352,251

負債合計 4,178,895 3,885,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 826,607 721,759

自己株式 △1,409 △1,409

株主資本合計 6,889,886 6,785,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,830 △2,767

その他の包括利益累計額合計 △1,830 △2,767

純資産合計 6,888,055 6,782,271

負債純資産合計 11,066,950 10,668,268



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,087,550 13,918,956

売上原価 14,413,555 13,251,866

売上総利益 673,995 667,089

販売費及び一般管理費 796,071 742,562

営業損失（△） △122,075 △75,473

営業外収益   

受取利息 135 84

受取配当金 2,006 1,664

受取賃貸料 7,572 7,940

業務受託手数料 7,902 2,413

受取手数料 6,270 4,202

補助金収入 － 10,131

その他 4,318 6,369

営業外収益合計 28,205 32,805

営業外費用   

支払利息 34,814 26,225

社債発行費 1,853 －

店舗閉鎖費用 1,380 18,649

その他 4,166 9,777

営業外費用合計 42,214 54,652

経常損失（△） △136,084 △97,320

特別損失   

固定資産売却損 1,384 －

特別損失合計 1,384 －

税金等調整前四半期純損失（△） △137,468 △97,320

法人税、住民税及び事業税 10,618 7,527

法人税等調整額 － －

法人税等合計 10,618 7,527

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148,086 △104,847

四半期純損失（△） △148,086 △104,847



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148,086 △104,847

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,165 △936

その他の包括利益合計 △10,165 △936

四半期包括利益 △158,252 △105,783

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △158,252 △105,783

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１.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  

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額△ 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  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）セグメント情報等

   （単位：千円）

  

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 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計 

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 332,097  339,724  8,170,800 5,974,408  14,817,031  270,519  15,087,550  － 15,087,550

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  3,000  3,000  △3,000 －

計  332,097  339,724  8,170,800 5,974,408  14,817,031  273,519  15,090,550  △3,000 15,087,550

セグメント利

益又は損失

（△） 

 6,521  36,643  31,002 10,869  85,037  △5,017  80,019  △202,094 △122,075

202,094



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１.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  

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額△ 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメン帰属しない一般管理費であります。 

   ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  当社の取引先である小川テント株式会社の代理人弁護士より、破産手続を受任した旨の通知書を平成23年10月25

日に受領しました。 

 同日現在の同社に対する債権額は89百万円であります。  

 なお、これに伴い、平成24年３月期連結会計年度において同額を損失処理する予定です。 

   （単位：千円）

  

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 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計 

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 317,642  341,339  8,966,565 3,993,066  13,618,613  300,342  13,918,956  － 13,918,956

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  3,000  3,000  △3,000 －

計  317,642  341,339  8,966,565 3,993,066  13,618,613  303,342  13,921,956  △3,000 13,918,956

セグメント利

益又は損失

（△） 

 8,131  29,624  23,813 8,693  70,262  28,609  98,871  △174,345 △75,473

174,345

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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