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（１）経営成績に関する説明

国内の新車販売市場は昨年９月のエコカー補助金終了後、第１四半期まで前年を下回る状況が続きましたが、第

２四半期から増加に転じ、上期全体では前年を若干下回るものの、足許は堅調に推移しております。

当社グループでは、かねてより国内の新車販売市場は長期的に減少傾向が続くと想定し、新車販売動向に業績が

左右されにくい企業体質を実現するため、中古車販売の強化、新車の台当り粗利の改善、サービス部門やレンタカ

ー部門の収益拡大、経費削減、財務体質の強化等に総合的に取り組んでまいりました。特にリーマンショック後は

財務内容を改善しながら本業分野のＭ＆Ａに取り組むことで安定的な成長戦略を志向しております。

当第２四半期連結累計期間におきましては、当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業の新規Ｍ＆

Ａはありませんでしたが、既存会社の販売活動に注力し、新車、中古車を合わせた自動車販売台数は36,474台とな

り、前年同期に比べ2,451台（7.2％）増加いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日までの６ヶ月間）の連結業績

は好調に推移し、連結売上高は 百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益は 百万円（前年同期比

28.0％増）、経常利益は 百万円（前年同期比30.4％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比19.4％

増）となり、売上高、営業利益、経常利益については、過去 高となりました。

セグメントの業績概況 

  [自動車販売関連事業]

新車部門では、ホンダ車の販売台数が3,280台（前年同期比0.6％増）、日産車の販売台数が8,852台（前年同期

比3.3％増）、その他の外国車を含めた当社グループの新車販売台数は13,604台（前年同期比3.8％増）となりまし

た。

中古車部門では海外への輸出台数は4,521台（前年同期比13.1％増）と好調に推移し、国内販売を含めた当社グ

ループの中古車販売台数は22,870台（前年同期比9.4％増）となりました。

サービス部門では、点・車検、修理、手数料収入等の収益性向上に注力し、増益となりました。

レンタカー部門では前連結会計年度に新規出店した店舗と既存店の稼動が堅調に推移し、増収増益となりまし

た。

以上の結果、売上高は592億84百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は40億27百万円（前年同期比23.3％増）

となりました。

[住宅関連事業]

当社グループでは「建築家と建てる家」をテーマに高級注文住宅を提供しており、市場ニーズの高まりとともに

受注棟数・竣工棟数は堅調に推移しております。

当第２四半期連結累計期間におきましては、受注は各エリアとも好調に推移しており、また、業務の効率化や工

事期間の短縮等に注力し収益率の改善に努めてまいりました。

以上の結果、売上高は11億1百万円（前年同期比29.2％増）、営業利益は49百万円（前年同期は41百万円の営業

損失）となり、収益を改善することができました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

604億60 40億49

39億45 21億60



（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末 百万円と比較し3

億7百万円減少いたしました。流動資産は 百万円となり、10億54百万円増加いたしました。これは主に現金

及び預金、リース投資資産の増加、商品、繰延税金資産の減少によるものであります。固定資産は 百万円

となり、13億61百万円減少いたしました。これは主に土地の売却、のれんの償却による減少であります。

負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末 百万円と比較し20億57百万円減少いたしました。流

動負債は 百万円となり、9億75百万円減少いたしました。これは主に買掛金、未払法人税等の減少、転リー

スに係るリース債務の増加によるものであります。固定負債は 百万円となり、10億82百万円減少いたしま

した。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末 百万円と比較し17億50百万円増加いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期 通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました当初予想を変更し

ております。詳細につきましては、本日公表いたしました「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。

792億3 795億10

284億47

507億56

562億96 583億53

420億99

141億96

229億7 211億57

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



４．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,244 6,327

受取手形及び売掛金 4,164 4,188

商品及び製品 10,380 9,434

仕掛品 311 297

原材料及び貯蔵品 53 57

その他 8,255 8,164

貸倒引当金 △18 △22

流動資産合計 27,392 28,447

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,581 17,622

減価償却累計額 △11,049 △11,249

建物及び構築物（純額） 6,532 6,372

機械装置及び運搬具 3,143 3,323

減価償却累計額 △1,880 △1,931

機械装置及び運搬具（純額） 1,262 1,392

土地 18,111 17,091

その他 8,126 8,859

減価償却累計額 △3,969 △4,391

その他（純額） 4,156 4,467

有形固定資産合計 30,062 29,323

無形固定資産

のれん 12,607 12,151

その他 665 563

無形固定資産合計 13,273 12,714

投資その他の資産

投資有価証券 5,346 5,442

その他 4,391 4,225

貸倒引当金 △955 △949

投資その他の資産合計 8,782 8,718

固定資産合計 52,118 50,756

資産合計 79,510 79,203



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,994 11,975

短期借入金 16,463 16,925

未払法人税等 2,016 896

賞与引当金 810 819

その他 10,789 11,482

流動負債合計 43,074 42,099

固定負債

社債 1,250 1,075

長期借入金 8,168 7,090

退職給付引当金 740 780

役員退職慰労引当金 409 463

資産除去債務 286 291

その他 4,424 4,496

固定負債合計 15,279 14,196

負債合計 58,353 56,296

純資産の部

株主資本

資本金 2,493 2,493

資本剰余金 1,029 1,028

利益剰余金 16,488 18,034

自己株式 △134 △98

株主資本合計 19,876 21,458

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 261 312

土地再評価差額金 37 37

為替換算調整勘定 31 102

その他の包括利益累計額合計 330 452

新株予約権 12 7

少数株主持分 937 990

純資産合計 21,157 22,907

負債純資産合計 79,510 79,203



（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：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 55,589 60,460

売上原価 43,927 47,590

売上総利益 11,661 12,869

販売費及び一般管理費 8,498 8,820

営業利益 3,163 4,049

営業外収益

受取賃貸料 59 60

持分法による投資利益 85 61

その他 123 79

営業外収益合計 268 201

営業外費用

支払利息 269 213

その他 136 91

営業外費用合計 406 305

経常利益 3,025 3,945

特別利益

固定資産売却益 － 7

投資有価証券売却益 4 5

助成金収入 2 －

負ののれん発生益 142 －

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 0 －

特別利益合計 149 17

特別損失

固定資産売却損 － 104

固定資産除却損 8 15

特別退職金 20 －

その他 15 24

特別損失合計 44 144

税金等調整前四半期純利益 3,130 3,819

法人税、住民税及び事業税 1,311 947

法人税等調整額 △25 648

法人税等合計 1,286 1,596

少数株主損益調整前四半期純利益 1,844 2,222

少数株主利益 35 62

四半期純利益 1,808 2,160



（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：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,844 2,222

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15 51

為替換算調整勘定 △50 69

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △1

その他の包括利益合計 △67 118

四半期包括利益 1,776 2,341

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,745 2,281

少数株主に係る四半期包括利益 31 60



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 3,130 3,819

減価償却費 1,400 1,515

のれん償却額 456 455

負ののれん発生益 △142 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △16 8

支払利息 269 213

固定資産売却損益（△は益） － 96

固定資産除却損 8 15

売上債権の増減額（△は増加） 1,144 516

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,842 1,076

仕入債務の増減額（△は減少） △3,230 △1,038

その他 △616 △330

小計 555 6,347

利息及び配当金の受取額 48 85

利息の支払額 △278 △210

法人税等の支払額 △2,540 △2,704

法人税等の還付額 908 627

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,306 4,146

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 △1,337 △1,387

有形固定資産の売却による収入 897 1,907

投資有価証券の取得による支出 △70 △15

投資有価証券の売却による収入 77 20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△527 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

259 －

貸付けによる支出 △11 △11

貸付金の回収による収入 46 42

その他 △130 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △796 540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 724 1,025

長期借入れによる収入 3,650 900

長期借入金の返済による支出 △2,595 △2,568

配当金の支払額 △414 △612

リース債務の返済による支出 △892 △1,107

その他 △101 △235

財務活動によるキャッシュ・フロー 369 △2,598

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,741 2,103

現金及び現金同等物の期首残高 6,579 4,184

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △20

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,837 6,267



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

（注）１ その他は、グループ全社管理部門等であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、すべてセグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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

（注）１ その他は、グループ全社管理部門等であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、すべてセグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

新株予約権の行使による新株発行

平成24年11月12日開催の取締役会決議により発行した当社第４回新株予約権につき、以下のとおり権利行使

が行われました。 

(1)行使日  ：平成25年10月1日～平成25年11月6日

(2)行使価額 ：1,200円

(3)増加した株式の種類及び数 ：普通株式 260,000株

(4)増加した資本金 ：156百万円

(5)増加した資本準備金 ：156百万円

（４）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)

(セグメント情報等)

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

自動車販売
関連事業

住宅
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 54,662 852 74 55,589 － 55,589

セグメント間の内部売上高又

は振替高
30 48 316 395 △395 －

計 54,692 900 391 55,984 △395 55,589

セグメント利益又は損失（△） 3,266 △41 △64 3,160 2 3,163

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

自動車販売
関連事業

住宅
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 59,284 1,101 74 60,460 － 60,460

セグメント間の内部売上高又

は振替高
22 70 377 470 △470 －

計 59,307 1,171 452 60,931 △470 60,460

セグメント利益又は損失（△） 4,027 49 △27 4,049 △0 4,049

(重要な後発事象)
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