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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 20,981 △18.4 449 △50.0 456 △49.5 368 △85.9
24年3月期第3四半期 25,712 5.5 900 54.1 904 34.1 2,619 494.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 368百万円 （△85.9％） 24年3月期第3四半期 2,612百万円 （510.7％）

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3四半期 1.56 ―
24年3月期第3四半期 11.10 ―

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3四半期 6,671 5,133 77.0 21.76
24年3月期 7,059 4,765 67.5 20.20
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,133百万円 24年3月期  4,764百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  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 29,600 △14.3 800 △32.3 800 △32.6 690 △74.8 2.92



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページの「２．サマリー 
情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であります。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きは終了しております。 

※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。なお、業績予想の前提となる条件等については、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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3Q 235,987,091 株 24年3月期 235,987,091 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 61,554 株 24年3月期 61,554 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 235,925,537 株 24年3月期3Q 235,925,537 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日）におけるわが国の経済は、復興関連需要

が引き続き下支えするものの、欧州債務問題や、中国やインドのアジア地域における景気拡大が鈍化してきてお

り、世界景気の減速などを背景に、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの属する自動車業界の状況は、上半期はエコカー補助金の影響により、新車販売は好調に推移して

いましたが、エコカー補助金の終了を受けてからの販売台数は伸び悩み、平成24年10月から平成24年12月にかけて

は前年同期比５％程度減少しました。その一方で、エコカー補助金終了後からの中古車市場は、徐々に持ち直しつ

つあるものの、第１四半期から引き続き取引相場は低調に推移いたしました。 

このような環境の中で、当社グループは、売上単価が第１四半期から引き続き低水準で推移したことで、売上高

は前年同期比18.4％と減少したものの、粗利益を重視した事業運営を徹底したことで、粗利益率は、前年同期を上

回って推移いたしました。 

以上の結果、売上高は 百万円（前年同期比18.4％減）、売上総利益は 百万円（前年同期比5.0％

減）、営業利益は 百万円（前年同期比50.0％減）、経常利益は 百万円（前年同期比49.5％減）となりまし

た。また、四半期純利益は 百万円（前年同期比85.9％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３四半期会計期間末における総資産は6,671百万円となり、前連結会計年度末と比べ388百万円減少いたしま

した。その主な要因は、現金及び預金の減少141百万円、商品の減少242百万円などによるものであります。 

  負債合計は、1,537百万円となり、前連結会計年度末と比べ、756百万円減少いたしました。主な要因といたしま

しては、支払手形及び買掛金の減少221百万円、閉鎖店舗引当金の減少194百万円、未払金の減少160百万円などに

よるものであります。 

純資産は、5,133百万円となり、前連結会計年度末に比べ367百万円増加いたしました。主な要因といたしまし

ては、四半期純利益を368百万円計上したことによります。この結果、自己資本比率は、77.0％（前連結会計年度

末は67.5％）となりました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ141百万円減少し、残高は3,386

百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

  （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は419百万円であり、たな卸資産の減少241百万円、減価償却費69百万円などのプラス

要因があったものの、仕入債務の減少額221百万円、法人税等の支払額140百万円、未払金の減少額165百万円など

のマイナス要因があったことにより、結果として92百万円のマイナスとなりました（前年同期は1,978百万円のプ

ラス）。 

  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 敷金及び保証金の回収による収入11百万円などのプラス要因があったものの、有形固定資産の取得による支出51

百万円、敷金及び保証金の差入による支出８百万円などのマイナス要因があったことにより、結果として49百万円

のマイナスとなりました（前年同期は42百万円のプラス）。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 記載すべき事項はございません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間の業績動向等を踏まえ、平成24年５月10日に公表いたしました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「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

20,981 4,710

449 456

368
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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 

会計方針の変更  

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び当社連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、これによる当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

  

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,533,610 3,391,898

受取手形及び売掛金 538,618 578,295

商品 1,677,005 1,434,912

貯蔵品 1,510 2,152

繰延税金資産 163,511 163,511

その他 176,199 156,629

貸倒引当金 △155 △155

流動資産合計 6,090,299 5,727,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 888,924 904,133

減価償却累計額 △558,847 △608,205

建物及び構築物（純額） 330,076 295,927

土地 0 －

その他 106,028 135,307

減価償却累計額 △84,262 △92,442

その他（純額） 21,765 42,865

有形固定資産合計 351,842 338,792

無形固定資産   

その他 28,339 24,266

無形固定資産合計 28,339 24,266

投資その他の資産   

投資有価証券 25,419 23,199

破産更生債権等 6,821,072 6,821,072

差入敷金保証金 552,049 546,234

その他 8,781 8,190

貸倒引当金 △6,817,922 △6,817,922

投資その他の資産合計 589,400 580,775

固定資産合計 969,583 943,834

資産合計 7,059,882 6,671,079
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 460,360 239,148

未払金 433,803 272,890

未払法人税等 92,845 8,001

閉鎖店舗引当金 549,313 354,673

製品保証引当金 39,208 35,262

その他 548,985 458,055

流動負債合計 2,124,516 1,368,032

固定負債   

預り保証金 4,550 4,550

繰延税金負債 24,246 19,991

資産除去債務 140,418 144,435

その他 888 888

固定負債合計 170,103 169,866

負債合計 2,294,620 1,537,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805

資本剰余金 7,555,702 7,555,702

利益剰余金 △17,235,162 △16,866,240

自己株式 △3,753 △3,753

株主資本合計 4,764,591 5,133,513

少数株主持分 670 △332

純資産合計 4,765,262 5,133,181

負債純資産合計 7,059,882 6,671,079
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,712,322 20,981,196

売上原価 20,752,215 16,270,773

売上総利益 4,960,106 4,710,423

販売費及び一般管理費 4,059,856 4,260,744

営業利益 900,250 449,678

営業外収益   

受取利息 273 352

受取配当金 230 341

受取手数料 2,230 2,896

協賛金収入 2,328 671

雑収入 4,064 5,610

営業外収益合計 9,126 9,871

営業外費用   

支払利息 197 22

支払保証料 1,662 1,305

修理費 1,414 1,329

雑損失 1,298 310

営業外費用合計 4,573 2,967

経常利益 904,803 456,583

特別利益   

固定資産売却益 24,325 3,999

訴訟損失引当金戻入額 1,799,613 －

債務消滅益 29,297 －

投資有価証券売却益 15,964 －

債務保証損失引当金戻入額 3,701 －

特別利益合計 1,872,902 3,999

特別損失   

貸倒引当金繰入額 3,059 －

投資有価証券売却損 880 －

投資有価証券評価損 11,840 2,220

固定資産除却損 － 351

訴訟和解金 － 26,000

訴訟関連損失 17,598 －

減損損失 10,846 12,874

特別損失合計 44,224 41,446

税金等調整前四半期純利益 2,733,482 419,137

法人税、住民税及び事業税 34,489 54,546

法人税等調整額 86,717 △4,255

法人税等合計 121,207 50,291

少数株主損益調整前四半期純利益 2,612,274 368,846
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損失（△） △6,901 △76

四半期純利益 2,619,176 368,922
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,612,274 368,846

四半期包括利益 2,612,274 368,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,619,176 368,922

少数株主に係る四半期包括利益 △6,901 △76
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 2,733,482 419,137

減価償却費 65,197 69,132

減損損失 10,846 12,874

のれん償却額 2,911 482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,059 －

修繕引当金の増減額（△は減少） △9,655 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △23,151 －

閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） △183,740 △194,639

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △1,871,615 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,698 △3,945

受取利息及び受取配当金 △503 △693

支払利息 197 22

投資有価証券売却損益（△は益） △15,084 －

投資有価証券評価損益（△は益） 11,840 2,220

有形固定資産売却損益（△は益） △24,325 △3,999

有形固定資産除却損 － 351

売上債権の増減額（△は増加） 775,094 △39,677

たな卸資産の増減額（△は増加） 323,662 241,450

仕入債務の増減額（△は減少） △211,629 △221,212

破産更生債権等の増減額 △3,059 －

未払金の増減額（△は減少） △60,589 △165,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,049 △46,745

その他 △54,592 △21,629

小計 1,508,091 47,626

利息及び配当金の受取額 503 693

利息の支払額 △197 △22

訴訟の判決による拘束性預金の増減額(△は増
加）

500,000 －

法人税等の支払額 △29,988 △140,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,978,408 △92,015
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 5,400 －

投資有価証券の売却による収入 44,386 －

有形固定資産の取得による支出 △33,728 △51,622

有形固定資産の売却による収入 38,829 4,000

無形固定資産の取得による支出 － △4,229

長期前払費用の取得による支出 △8,660 －

出資金の払込による支出 △800 －

敷金及び保証金の差入による支出 △52,920 △8,172

敷金及び保証金の回収による収入 56,897 11,737

連結子会社株式の追加取得に伴う支出 △7,008 △1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,394 △49,696

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △10,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,000 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,010,803 △141,712

現金及び現金同等物の期首残高 1,207,512 3,528,608

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,218,315 3,386,896
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該当事項はありません。    

   

該当事項はありません。    

   

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）重要な後発事象
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