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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 31,897 △3.1 666 ― 554 ― 286 ―
25年3月期第1四半期 32,933 4.4 43 ― △94 ― △97 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 370百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △56百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 4.31 ―
25年3月期第1四半期 △1.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 63,271 20,479 30.9
25年3月期 65,573 20,405 29.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  19,567百万円 25年3月期  19,469百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 153,000 3.1 4,000 △6.6 3,500 △2.7 3,100 △24.0 46.56



(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  ：  有  
（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表の四半
期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条件に基づいており、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）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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） 26年3月期1Q 66,635,063 株 25年3月期 66,635,063 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 53,041 株 25年3月期 52,379 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 66,582,199 株 25年3月期1Q 66,582,859 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済・金融政策を背景に円安・株高

が進行し、個人消費の持ち直しが見られるなど景気回復への期待が広がりました。 

当社グループの主力である自動車関連事業におきましては、エコカー補助金が終了した影響もあり、

全国の新車販売台数は前年同四半期比で6.1％減、当社グループのマーケットである東京都内の販売台

数は同2.8％減となりました。 

このような状況の中、当社グループの新車販売台数は前年同四半期比0.7％増となり、コア事業であ

る自動車関連事業は順調に推移いたしましたが、㈱キャリアセンター（人材派遣事業）の全株式を平成

24年12月28日付で譲渡したこと及び情報システム関連事業においてハードウェアビジネスが減少したこ

となどによりグループ全体の売上高は減少いたしました。 

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は31,897百

万円（前年同四半期比1,036百万円減、3.1％減）となりましたが、営業利益は666百万円（前年同四半

期比623百万円増、1,446.6％増）、経常利益は554百万円（前年同四半期は94百万円の損失）、四半期

純利益は286百万円（前年同四半期は97百万円の損失）と大幅な増益となりました。 

 

セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 自動車関連事業 

在外子会社において中古車販売の低迷もありましたが、国内の新車販売においては新型車デイズの

効果に加え、セレナ・ノート・キャラバンが昨年度から引き続き好調に推移しており、売上高は

30,689百万円（前年同四半期比6百万円増、0.02％増）、セグメント利益（営業利益）は794百万円

（前年同四半期比668百万円増、529.2％増）となりました。 

② 情報システム関連事業 

パソコン･サーバーなどの機器販売は減少傾向にあり、ハードウェアビジネスを中心に受注が減少

した結果、売上高は1,089百万円（前年同四半期比715百万円減、39.6％減）、セグメント利益（営業

利益）は20百万円（前年同四半期比29百万円減、59.0％減）となりました。 

③ その他 

その他の事業である不動産事業につきましては、ほぼ計画通りに推移いたしましたが、㈱キャリア

センター（人材派遣事業）の全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことにより、その他の事業の売

上高は118百万円（前年同四半期比326百万円減、73.4％減）、セグメント利益（営業利益）は31百万

円（前年同四半期比8百万円増、34.2％増）となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

① 資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は63,271百万円（前連結会計年度比2,301百万円減、

3.5％減）となりました。主な内容は、商品が489百万円増加し、現金及び預金が880百万円、受取手

形及び売掛金が1,243百万円、その他流動資産が115百万円、有形固定資産が248百万円、長短繰延税

金資産が232百万円及びその他投資資産が92百万円減少しております。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末における負債は42,791百万円（前連結会計年度比2,376百万円減、

5.3％減）となりました。主な内容は、長短借入金が350百万円及びその他流動負債が753百万円増加

し、支払手形及び買掛金が2,277百万円、未払法人税等が123百万円、賞与引当金が828百万円、長短

リース債務が129百万円及び退職給付引当金が127百万円減少しております。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は20,479百万円（前連結会計年度比74百万円増、

0.4％増）となりました。主な内容は、配当金の支払による減少が266百万円ありましたが、四半期純

利益を286百万円計上したことにより、利益剰余金が20百万円及び株価の上昇・円安の影響によりそ

の他の包括利益累計額が77百万円増加しております。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績はほぼ計画通りに推移しており、現時点におきましては、平成25年

５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(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 

（税金費用の計算） 

在外子会社の税金費用の計算については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 

(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。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,247 4,367

受取手形及び売掛金 6,571 5,328

商品 6,770 7,260

仕掛品 164 162

貯蔵品 57 63

繰延税金資産 1,822 1,572

その他 3,377 3,261

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 24,001 22,006

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,103 6,062

リース資産（純額） 8,342 8,213

土地 15,604 15,631

その他（純額） 5,203 5,098

有形固定資産合計 35,254 35,005

無形固定資産   

のれん 1,667 1,647

その他 188 177

無形固定資産合計 1,855 1,824

投資その他の資産   

投資有価証券 2,378 2,387

繰延税金資産 285 303

その他 1,895 1,803

貸倒引当金 △97 △59

投資その他の資産合計 4,461 4,434

固定資産合計 41,571 41,264

資産合計 65,573 63,271
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,750 11,472

短期借入金 481 782

1年内返済予定の長期借入金 1,322 1,525

リース債務 537 520

未払法人税等 157 34

賞与引当金 1,388 559

その他 5,282 6,035

流動負債合計 22,919 20,931

固定負債   

長期借入金 3,607 3,452

リース債務 7,817 7,705

退職給付引当金 10,191 10,064

資産除去債務 404 405

その他 227 232

固定負債合計 22,248 21,860

負債合計 45,167 42,791

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,752 13,752

資本剰余金 256 256

利益剰余金 5,041 5,061

自己株式 △12 △13

株主資本合計 19,036 19,056

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479 485

為替換算調整勘定 △46 25

その他の包括利益累計額合計 432 510

少数株主持分 936 912

純資産合計 20,405 20,479

負債純資産合計 65,573 63,271
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 32,933 31,897

売上原価 24,999 23,782

売上総利益 7,933 8,114

販売費及び一般管理費 7,890 7,448

営業利益 43 666

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 31 29

貸倒引当金戻入額 6 17

雑収入 18 9

営業外収益合計 57 57

営業外費用   

支払利息 90 63

支払手数料 58 56

雑損失 46 49

営業外費用合計 194 169

経常利益又は経常損失（△） △94 554

特別損失   

固定資産除売却損 1 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△96 553

法人税、住民税及び事業税 27 28

法人税等調整額 △34 232

法人税等合計 △7 261

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△88 292

少数株主利益 9 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97 286
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△88 292

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48 6

為替換算調整勘定 80 71

その他の包括利益合計 31 78

四半期包括利益 △56 370

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △65 364

少数株主に係る四半期包括利益 8 5
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第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） 

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：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 

関連事業 

情報システ 

ム関連事業 
計 

その他 (注) 合計 

売上高  

 外部顧客への売上高 30,683 1,805 32,488 444 32,933

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
7 99 106 38 145

計 30,691 1,904 32,595 483 33,079

セグメント利益 126 50 176 23 200

(注) 「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、不動産事業及び人材派遣事業でありま

す。 

 

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：百万円） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 176

「その他」の区分の利益 23

全社費用(注) △156

四半期連結損益計算書の営業利益 43

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものであります。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 

関連事業 

情報システ 

ム関連事業 
計 

その他 (注) 合計 

売上高  

 外部顧客への売上高 30,689 1,089 31,778 118 31,897

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
0 104 105 － 105

計 30,689 1,194 31,884 118 32,002

セグメント利益 794 20 815 31 847

(注) 「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、不動産事業であります。なお、㈱キャ

リアセンター（人材派遣事業）の全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことにより、その他の事業は不動産事

業のみとなっております。 

 

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：百万円） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 815

「その他」の区分の利益 31

全社費用(注) △180

四半期連結損益計算書の営業利益 666

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものであります。 
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