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  （百万円未満切捨て）

（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  13,894  15.3  906  73.3  926  66.2  572  65.7

25年３月期第１四半期  12,051  7.8  523  △16.4  557  △13.8  345  △19.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 548百万円（ ％） 76.8   25年３月期第１四半期 310百万円 （ ％） △28.1

  
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  37.16  36.33

25年３月期第１四半期  22.42  22.03

  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  34,600  28,387  81.7

25年３月期  34,329  28,069  81.4

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 28,266百万円   25年３月期 27,948百万円 

  
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  － 10.00 － 15.00  25.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   15.00 － 15.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  26,500  5.3  1,400  △1.4  1,450  △1.2  900  △0.2  58.41

通期  53,400  2.5  3,100  △1.6  3,200  △1.8  1,900  △5.9  123.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 22,063,012株 25年３月期 22,063,012株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 6,655,759株 25年３月期 6,655,741株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 15,407,262株 25年３月期１Ｑ 15,407,456株

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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は

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P．２「１．四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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（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の経済は、政府・日銀による経済政策や大規模な金融緩和策により

昨年までの円高が是正され、輸出に持ち直しの動きがみられたことや、株高傾向により企業収益や個人消費に改善

の動きが見られること等から、穏やかな回復基調で推移いたしました。しかし、中国経済の減速懸念や依然として

改善しない欧州の債務問題等から、わが国の景気回復がこのまま持続するかは不透明な状況です。 

自動車販売業界におきましては、昨年秋のエコカー補助金終了以降、登録車の新車販売台数の前年割れが続く

など、大変厳しい状況となりました。第１四半期の軽自動車を含めた新車販売台数は、1,183千台となり、前年同

期に比べ6.1％減少いたしました。また、第１四半期の軽自動車を含めた中古車登録台数は1,653千台（前年同期比

0.3％減）と前年同期実績を下回りました。一方、外国メーカー車につきましては、新車登録台数は65千台（前年

同期比19.5％増加）となりました。 

このような状況のもと、当社グループの経営成績は、以下のとおりとなりました。 

売上高は、前年同期に比べ1,843百万円増加の 百万円（前年同期比15.3％増加）となりました。利益につ

きましては、営業利益は前年同期に比べ383百万円増加の 百万円（同73.3％増加）、経常利益は前年同期に比べ

369百万円増加の 百万円（同66.2％増加）となりました。四半期純利益は前年同期に比べ227百万円増加の 百

万円（同65.7％増加）となりました。 

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ424百万円増加

いたしました。これは、主に現金及び預金が688百万円増加しましたが、商品及び製品が374百万円減少したことに

よるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ153百万円減少いたしました。こ

れは、主に有形固定資産が145百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ270百万円増加いたしました。 

  

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少い

たしました。これは、主に支払手形及び買掛金が146百万円減少したことによるものであります。固定負債は

百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円減少いたしました。これは、主に繰延税金負債が29百万円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少いたしました。 

  

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ317百万円増加い

たしました。これは主に四半期純利益 百万円及び剰余金の配当231百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は81.7％（前連結会計年度末は81.4％）となりました。  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月９日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。     

１．当四半期決算に関する定性的情報

13,894

906

926 572

  

  

国産車販売事業  輸入車ディーラー事業 

売上高  営業利益  売上高  営業利益  

当第１四半期  6,078   272  7,816  516  

前第１四半期   5,604    150   6,446   251  

 増減率  8.5 ％  81.3 ％  21.2 ％  105.7 ％ 

13,762

20,837

34,600

4,357

1,855

6,213

28,387

572
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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 

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
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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 4,613 5,301

受取手形及び売掛金 1,374 1,195

有価証券 10 10

商品及び製品 5,937 5,562

仕掛品 52 67

原材料及び貯蔵品 155 165

前払費用 122 225

繰延税金資産 249 255

その他 827 986

貸倒引当金 △3 △7

流動資産合計 13,338 13,762

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,343 6,239

機械装置及び運搬具（純額） 678 635

工具、器具及び備品（純額） 61 57

土地 12,222 12,222

建設仮勘定 0 6

有形固定資産合計 19,306 19,160

無形固定資産 30 30

投資その他の資産   

投資有価証券 1,010 973

繰延税金資産 24 25

その他 644 655

貸倒引当金 △24 △8

投資その他の資産合計 1,654 1,645

固定資産合計 20,990 20,837

資産合計 34,329 34,600
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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 1,590 1,444

1年内返済予定の長期借入金 6 6

未払金及び未払費用 678 769

未払法人税等 632 336

賞与引当金 249 111

資産除去債務 6 6

その他 1,207 1,682

流動負債合計 4,371 4,357

固定負債   

長期借入金 94 92

繰延税金負債 1,291 1,261

資産除去債務 77 77

その他 424 423

固定負債合計 1,888 1,855

負債合計 6,260 6,213

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,321 6,321

資本剰余金 6,439 6,439

利益剰余金 19,731 20,072

自己株式 △4,763 △4,763

株主資本合計 27,729 28,070

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 219 195

その他の包括利益累計額合計 219 195

新株予約権 121 121

純資産合計 28,069 28,387

負債純資産合計 34,329 34,600
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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 12,051 13,894

売上原価 9,737 11,122

売上総利益 2,313 2,771

販売費及び一般管理費 1,790 1,864

営業利益 523 906

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 7 6

受取地代家賃 12 12

その他 20 8

営業外収益合計 44 29

営業外費用   

支払利息 0 0

賃貸費用 7 7

その他 2 1

営業外費用合計 10 9

経常利益 557 926

税金等調整前四半期純利益 557 926

法人税、住民税及び事業税 215 379

法人税等調整額 △2 △24

法人税等合計 212 354

少数株主損益調整前四半期純利益 345 572

四半期純利益 345 572
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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 345 572

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 △23

その他の包括利益合計 △34 △23

四半期包括利益 310 548

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 310 548

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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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