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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 7,381 8.1 356 △15.9 297 △17.0 266 △23.9

24年3月期第1四半期 6,825 18.9 423 66.2 358 91.5 350 91.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 266百万円 （△23.9％） 24年3月期第1四半期 350百万円 （91.8％）

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

25年3月期第1四半期 15.04 ―

24年3月期第1四半期 16.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 12,631 3,058 24.2
24年3月期 13,036 2,900 22.3

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,058百万円 24年3月期  2,900百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 14,921 6.1 755 △11.5 631 △12.6 502 △28.4 28.38
通期 32,193 7.8 1,766 4.7 1,509 7.6 1,250 △16.8 69.48
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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（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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 16,155,600 株 24年3月期 16,155,600 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,036,679 株 24年3月期 4,036,679 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,118,921 株 24年3月期1Q 16,155,321 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

 24年3月期

種類株式A － 0.00 － 5.00 5.00

種類株式B － － － 30.00 30.00

 25年3月期

種類株式A －

種類株式B －

 25年3月期（予想）

種類株式A 0.00 － 5.00 5.00

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） 25年3月期第１四半期 5,597,100 株 24年3月期 5,597,100 株

 ② 期末自己株式数 25年3月期第１四半期 － 株 24年3月期 － 株

 ③ 期中平均株式数 25年3月期第１四半期 5,597,100 株 24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） 25年3月期第１四半期 666,666 株 24年3月期 666,666 株

 ② 期末自己株式数 25年3月期第１四半期 － 株 24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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として、景気は穏やかな回

復の兆しが見られたものの、長引く欧州債務危機、円高の長期化や電力供給不足への懸念等により、依然として先

行き不透明な状況が続きました。 

自動車業界におきましては、エコカー補助金の影響等もあり、平成24年上期（１月～６月）の新車登録台数（軽

自動車を除く）は約185万台（前年同期比55.4％増）となり、軽自動車の新車販売台数は約109万台（前年同期比

50.6％増）と前上期を大幅に上回り、中古車登録台数は約209万台（前年同期比7.2％増）と前上期を上回り、全体

的に回復傾向にありました。また、オートオークションにおける出品台数も回復傾向にありましたが、出品台数の

増加に伴う相場の低迷が生じる状況となっております。 

このような状況の中で当社グループは、地域のお客様に繰り返しご利用いただき、「ハナテンがあってよかっ

た」と言っていただける、地域に根ざした店舗運営を進め、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)と売上高は増加しましたが、新規出店に伴う人員や販促費の増加等の影響を受け、営業利益 百万

円(前年同期比 ％減)、経常利益 百万円(前年同期比 ％減)となり、四半期純利益は 百万円(前年同期

比 ％減)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。 

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、買掛金の減少( 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、当四半期純利益（ 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24年５月11日に発表した業績予想に変更はありません。 

   

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,013 7.4

7,381

8.1 356

15.9 297 17.0 266

23.9

12,631 404

7,176 380 119

307 164 5,454

24 4,679 21 67

2

9,572 562

3,254 305 56

123 6,318 256

250

3,058 157

266

22.3 24.2

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,797 3,916

受取手形及び売掛金 102 88

商品及び製品 2,522 2,215

原材料及び貯蔵品 7 7

未収入金 639 475

繰延税金資産 333 333

その他 171 169

貸倒引当金 △17 △27

流動資産合計 7,556 7,176

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 474 464

土地 3,910 3,910

その他（純額） 315 304

有形固定資産合計 4,700 4,679

無形固定資産 70 67

投資その他の資産   

差入保証金 536 548

その他 188 174

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 708 707

固定資産合計 5,479 5,454

資産合計 13,036 12,631
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 283 226

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 1,077 1,072

リース債務 30 28

未払金 1,064 940

未払法人税等 57 39

引当金 82 127

その他 764 619

流動負債合計 3,559 3,254

固定負債   

長期借入金 6,137 5,887

リース債務 102 97

その他 335 334

固定負債合計 6,575 6,318

負債合計 10,135 9,572

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 2,038 2,196

自己株式 △492 △492

株主資本合計 2,900 3,058

純資産合計 2,900 3,058

負債純資産合計 13,036 12,631

㈱ハナテン(9870）平成25年３月期第１四半期決算短信

－ 4 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,825 7,381

売上原価 5,206 5,702

売上総利益 1,619 1,679

販売費及び一般管理費 1,195 1,322

営業利益 423 356

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 4 5

営業外収益合計 5 6

営業外費用   

支払利息 54 48

その他 15 16

営業外費用合計 70 65

経常利益 358 297

税金等調整前四半期純利益 358 297

法人税、住民税及び事業税 8 31

法人税等調整額 － －

法人税等合計 8 31

少数株主損益調整前四半期純利益 350 266

少数株主利益 － －

四半期純利益 350 266
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 350 266

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 350 266

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 350 266

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

㈱ハナテン(9870）平成25年３月期第１四半期決算短信

－ 7 －


	SW_CreateHT.pdf
	サマリー情報　3ページ　優先株式
	ｻﾏﾘ3P (48期末)(1Q)




