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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,287 △13.1 90 △74.6 98 △72.8 71 △64.5
24年3月期第2四半期 2,630 9.1 355 6.0 362 6.8 201 △7.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 71百万円 （△64.5％） 24年3月期第2四半期 201百万円 （△7.5％）

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2四半期 1,134.71 1,134.37
24年3月期第2四半期 3,197.71 3,188.72

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

25年3月期第2四半期 6,992 5,495 78.6 86,990.59
24年3月期 6,986 5,518 79.0 87,355.88
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 5,495百万円 24年3月期 5,518百万円

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 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 1,500.00 1,500.00

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、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 ： 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

通期 6,000 8.0 600 1.9 620 2.5 320 4.8 5,065.70



(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
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．（将来に関する記述等についてのご注意）

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「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」をご覧下さい。

※  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2Q 63,170 株 24年3月期 63,170 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 63,170 株 24年3月期2Q 63,118 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のわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかに回復しつつあるものの、欧州政府の債

務危機等により景気の先行きは不透明な状況が続きました。

国内自動車市場は、平成24年４月～９月の新車販売台数が161万台（前年同期比29.2％増）となり、販売が落ち

込んだ昨年から回復傾向にあり、エコカー補助金の効果で大きく伸びました。特に軽自動車においては上半期とし

ては統計開始以来、過去 高の97万台（前年同期比41.4％増）を記録、回復の兆しをみせております（一般社団法

人日本自動車販売協会連合会調べ）。

中古車市場においても、平成24年４月～９月の販売台数は前年同期比7.1％増の192万台となり、エコカー補助金

の効果による新車の需要で下取り車が増加、上半期として７年ぶりに増加するなど市場は活性化しました。しか

し、その一方で、オート・オークション市場の相場は引き続き低迷しております。

中古車輸出市場は、平成24年１月～８月の輸出台数が累計で約66万台（前年同期比19.3％増）となり、11か月連

続で前年を上回る状況で推移しております（日本中古車輸出業協同組合調べ）。

広告市場は、東日本大震災に伴う広告自粛による影響から、徐々に回復をみせており、中でもインターネット広

告においては引き続き堅調に推移しております（経産省「特定サービス産業動態統計調査」）。

このような状況の下、当社グループは「世界的なクルマの普及」、「夢のあるカーライフの創造」をビジョン・

コンセプトに掲げ、運営ウェブサイトの価値の向上と利便性の追求に努めてまいりました。

自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」、カーライフをテーマにしたＳＮＳ「みんなのカーライフ」（通称

みんカラ、以下「みんカラ」という）、我が国の中古車を中心としたグローバルマーケットプレイス

「tradecarview.com」、これら３つのウェブサイトの平成24年９月度における月間総ページビュー数は約５億

7,100万ページビュー（前年同月比6.8％増）となり、引き続き自動車専門のウェブサイトとして確固たる地位を築

いております。

その中において、当社グループは消費者の利便性の向上とともに提供するサービスを利用する事業者の開拓、事

業者間ネットワークの構築、サービスの利用促進活動に注力してまいりましたが、オート・オークション市場相場

の低迷が当社グループの顧客である中古車関連事業者の広告宣伝費用の抑制に働き、国内事業の業績へ大きく影響

を及ぼしました。その一方で海外事業は収納代行サービス「PayTrade」を中心に堅調に推移し、その結果、当第２

四半期連結累計期間の業績は、売上高2,287,366千円（前年同四半期比13.1％減）、経常利益98,466千円（前年同

四半期比72.8％減）、四半期純利益71,679千円（前年同四半期比64.5％減）となりました。セグメントの業績は、

以下のとおりであります。 

（国内事業）

当第２四半期連結累計期間における国内事業は、主要サービスである「中古車査定仲介サービス」の利用者の減

少（当第２四半期連結累計期間実績175千人、前年同四半期比13.8％減）と中古車関連事業者の広告宣伝費用抑制

が業績へ大きく影響しました。その結果、国内事業における売上高は1,060,159千円（前年同四半期比35.2％減）

となり、セグメント損失110,293千円（前年同四半期は354,332千円のセグメント利益）の計上となりました。

（海外事業）

当第２四半期連結累計期間における海外事業は、「tradecarview.com」認知度向上と、当社グループの顧客とな

る事業者の開拓と既存利用事業者に対するソリューション提供の充実に努めました。収納代行サービス

「PayTrade」の利用台数の大幅な増加が売上高及びセグメント利益の増加に大きく寄与し、その結果、海外事業に

おける売上高は820,124千円（前年同四半期比36.2％増）、セグメント利益は405,995千円（前年同四半期比96.0％

増）となりました。

（広告事業）

当第２四半期連結累計期間における広告事業は、震災の影響による需要低迷から回復傾向にある中において、当

社グループは引き続き企画広告の品質と価値の向上に努めた営業活動を行いましたが、その売上高は152,455千円

（前年同四半期比9.1％減）と前年同四半期を下回りました。しかしながら営業費用の抑制により、セグメント利

益は17,991千円（前年同四半期比36.8％増）となりました。

（ＳＮＳ事業）

当第２四半期連結累計期間におけるＳＮＳ事業は、引き続き「みんカラ」の媒体価値向上と、「みんカラ＋（プ

ラス）」等のサービス利用事業者の開拓活動による収益の向上に努めました。平成24年９月度の請求事業者数は

441社と過去 高を記録しております。その結果、ＳＮＳ事業における売上高は305,511千円（前年同四半期比

3.9％増）、セグメント利益は19,413千円（前年同四半期比34.6％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

　　　　　　　㈱カービュー（2155） 
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（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における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、5,682,324千円(前

年同四半期比656,446千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、380,667千円(前年同四半期比1,449千円減)となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純利益98,466千円及び減価償却費70,285千円の計上、売上債権の回収による増加187,483千円及び仕

入債務の支払による減少107,054千円、預り金の増加136,758千円によるものであります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、177,432千円(前年同四半期比65,415千円増)となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出56,045千円、無形固定資産の取得による支出121,386千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、94,421千円(前年同四半期比2,279千円増)となりました。これは、配当金の支

払による支出94,421千円によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、平成24年４月24日に公表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本

基準〕（連結）」に記載した数値から変更はありません。

（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。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,575,116 5,682,324

売掛金 700,567 443,028

仕掛品 835 66

前払費用 164,032 140,931

繰延税金資産 93,057 83,384

その他 7,699 10,349

貸倒引当金 △133,516 △55,444

流動資産合計 6,407,792 6,304,641

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 78,561 72,279

工具、器具及び備品（純額） 154,244 169,980

有形固定資産合計 232,806 242,259

無形固定資産

商標権 40,934 38,591

ソフトウエア 131,786 250,456

その他 28,006 14,622

無形固定資産合計 200,727 303,671

投資その他の資産

繰延税金資産 15,532 11,852

差入保証金 130,017 130,017

投資その他の資産合計 145,550 141,869

固定資産合計 579,083 687,800

資産合計 6,986,876 6,992,442
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 299,020 191,965

未払金 160,705 195,206

未払費用 110,384 91,731

未払法人税等 23,729 31,065

未払消費税等 30,229 －

預り金 738,851 875,609

その他 67,282 72,924

流動負債合計 1,430,203 1,458,503

固定負債

資産除去債務 38,402 38,743

固定負債合計 38,402 38,743

負債合計 1,468,605 1,497,246

純資産の部

株主資本

資本金 1,572,741 1,572,741

資本剰余金 1,708,903 1,708,903

利益剰余金 2,236,626 2,213,551

株主資本合計 5,518,270 5,495,195

純資産合計 5,518,270 5,495,195

負債純資産合計 6,986,876 6,992,442
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 2,630,691 2,287,366

売上原価 1,074,385 1,017,646

売上総利益 1,556,305 1,269,720

販売費及び一般管理費 1,200,978 1,179,299

営業利益 355,327 90,420

営業外収益

受取利息 2,006 2,719

違約金収入 1,736 2,155

還付消費税等 2,180 2,935

その他 2,384 1,840

営業外収益合計 8,309 9,651

営業外費用

為替差損 1,326 1,605

営業外費用合計 1,326 1,605

経常利益 362,309 98,466

特別損失

損害賠償金 34,967 －

その他 5,931 －

特別損失合計 40,899 －

税金等調整前四半期純利益 321,410 98,466

法人税、住民税及び事業税 26,615 13,433

法人税等調整額 92,961 13,353

法人税等合計 119,577 26,786

少数株主損益調整前四半期純利益 201,833 71,679

四半期純利益 201,833 71,679
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（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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 201,833 71,679

四半期包括利益 201,833 71,679

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 201,833 71,679
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（四半期連結損益計算書）
（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 1,394,841 1,133,759

売上原価 579,770 461,471

売上総利益 815,071 672,288

販売費及び一般管理費 623,491 587,325

営業利益 191,580 84,962

営業外収益

受取利息 1,056 1,655

違約金収入 200 939

償却債権取立益 791 －

その他 764 960

営業外収益合計 2,812 3,554

営業外費用

為替差損 856 708

営業外費用合計 856 708

経常利益 193,535 87,809

税金等調整前四半期純利益 193,535 87,809

法人税、住民税及び事業税 25,620 11,935

法人税等調整額 40,991 11,596

法人税等合計 66,612 23,531

少数株主損益調整前四半期純利益 126,923 64,277

四半期純利益 126,923 64,277
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（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 126,923 64,277

四半期包括利益 126,923 64,277

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,923 64,277
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９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 321,410 98,466

減価償却費 65,717 70,285

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,156 △8,016

受取利息及び受取配当金 △2,006 △2,719

為替差損益（△は益） 1,326 1,605

損害賠償損失 34,967 －

その他の特別損益（△は益） 5,931 －

売上債権の増減額（△は増加） △46,341 187,483

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,815 768

その他の資産の増減額（△は増加） △9,533 23,453

仕入債務の増減額（△は減少） 18,661 △107,054

未払金の増減額（△は減少） 18,682 29,258

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,223 △32,668

預り金の増減額（△は減少） 162,001 136,758

その他の負債の増減額（△は減少） △69,959 △13,133

小計 530,053 384,486

利息及び配当金の受取額 1,615 2,155

損害賠償金の支払額 △34,967 －

法人税等の支払額 △114,584 △5,974

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,117 380,667

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 △119,814 △56,045

有形固定資産の売却による収入 100,179 －

無形固定資産の取得による支出 △54,987 △121,386

差入保証金の差入による支出 △37,394 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,017 △177,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 2,024 －

配当金の支払額 △94,165 △94,421

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,141 △94,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,326 △1,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,631 107,208

現金及び現金同等物の期首残高 4,849,247 5,575,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,025,878 5,682,324
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、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．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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,636,282 570,436 133,789 290,182 2,630,691

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 31,800 33,990 3,969 69,759

計 1,636,282 602,236 167,779 294,152 2,700,450

セグメント利益 354,332 207,172 13,151 14,422 589,078

利益 金額

報告セグメント計 589,078

全社費用（注） △233,750

四半期連結損益計算書の営業利益 355,327
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、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．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。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,060,159 795,924 130,196 301,085 2,287,366

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 24,200 22,258 4,425 50,883

計 1,060,159 820,124 152,455 305,511 2,338,250

セグメント利益又は損失（△） △110,293 405,995 17,991 19,413 333,106

利益 金額

報告セグメント計 333,106

全社費用（注） △242,686

四半期連結損益計算書の営業利益 90,420
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Ⅲ 前第２四半期連結会計期間（自 平成23年７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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、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．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。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
883,302 283,226 81,318 146,993 1,394,841

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 16,250 16,407 1,603 34,260

計 883,302 299,476 97,725 148,596 1,429,102

セグメント利益 193,595 80,426 18,669 1,630 294,322

利益 金額

報告セグメント計 294,322

全社費用（注） △102,742

四半期連結損益計算書の営業利益 191,580
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Ⅳ 当第２四半期連結会計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、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．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。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
506,206 420,747 52,101 154,702 1,133,759

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 11,500 12,355 2,792 26,647

計 506,206 432,247 64,456 157,494 1,160,406

セグメント利益又は損失（△） △23,169 201,478 387 18,583 197,280

利益 金額

報告セグメント計 197,280

全社費用（注） △112,318

四半期連結損益計算書の営業利益 84,962
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