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（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２四半期  28,496  13.3  1,906  34.3  1,948  32.8  1,214  34.7

25年３月期第２四半期  25,159  6.4  1,420  0.7  1,467  1.1  901  △0.9

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,205百万円（ ％） 36.1   25年３月期第２四半期 885百万円 （ ％） △3.6

  
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２四半期  78.85  76.96

25年３月期第２四半期  58.52  57.40

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  37,105  29,056  77.9

25年３月期  34,329  28,069  81.4

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 28,923百万円   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  － 20.00     

26年３月期（予想）     － 20.00  40.00

（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、対前期増減率）

  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 

通期  55,100  5.8  3,610  14.5  3,690  13.2  2,280  12.9  147.98

（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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 15,407,257株 25年３月期２Ｑ 15,407,443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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府・日銀による経済対策や金融緩和策により企業収益

や個人消費に改善の動きが見られ、景気は緩やかな回復基調を辿りました。しかし、中国をはじめとする新興国経

済の減速や米国の金融政策が流動的なことに加え、来春に予定される消費税率引上げに対する懸念等から、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、昨秋のエコカー補助金終了の反動により、第２四半期までの軽自動車を含め

た新車販売台数は、2,545千台となり、前年同期に比べ1.7％減少いたしました。また、同期間の軽自動車を含めた

中古車登録台数は3,243千台（前年同期比1.0％減少）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、第２四半期までの新車登録台数は137千台（前年同期比18.7％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3,336百万円増加の 百万円（前年同期比13.3％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486百万円増加の 百万円（同34.3％増加）、経常利益は前年同期に比

べ481百万円増加の 百万円（同32.8％増加）となりました。四半期純利益は前年同期に比べ313百万円増加の

百万円（同34.7％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。なお、営業利益合計と連結営業利益の差額は、主に報告セグ

メントに帰属しない持株会社に属するものであります。 

                                   （単位：百万円） 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

 当第２四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2,754百万円増

加いたしました。これは、主に現金及び預金が3,178百万円増加しましたが、売掛金が185百万円、商品及び製品が

148百万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21百万

円増加いたしました。これは、主に建物および構築物が206百万円減少しましたが、建設仮勘定が243百万円増加し

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2,776百万円増加いたしました。 

  

（負債）  

 当第２四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886百万円増加い

たしました。これは、主に短期借入金が480百万円、１年以内返済長期借入金が240百万円増加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902百万円増加いたしました。これは、主に

長期借入金が936百万円増加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1,788百万円増加いたしました。 

  

（純資産）  

 当第２四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987百万円増加い

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77.9％（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10月15日の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」で公表

いたしました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

28,496

1,906

1,948

1,214

  

  

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２四半期  12,668   705  15,827  1,015  

前第２四半期   11,576    560   13,583   646  

 増減率  9.4 ％  25.9 ％  16.5 ％  57.0 ％ 

16,092

21,012

37,105

5,257

2,791

8,048

29,056

1,214
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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 4,613 7,791

受取手形及び売掛金 1,374 1,189

有価証券 10 10

商品及び製品 5,937 5,788

仕掛品 52 54

原材料及び貯蔵品 155 163

前払費用 122 180

繰延税金資産 249 245

その他 827 672

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 13,338 16,092

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,343 6,137

機械装置及び運搬具（純額） 678 653

工具、器具及び備品（純額） 61 58

土地 12,222 12,224

建設仮勘定 0 243

有形固定資産合計 19,306 19,318

無形固定資産 30 29

投資その他の資産   

投資有価証券 1,010 996

繰延税金資産 24 25

その他 644 652

貸倒引当金 △24 △8

投資その他の資産合計 1,654 1,665

固定資産合計 20,990 21,012

資産合計 34,329 37,105
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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 1,590 1,473

短期借入金 － 480

1年内返済予定の長期借入金 6 246

未払金及び未払費用 678 438

未払法人税等 632 689

賞与引当金 249 256

資産除去債務 6 6

その他 1,207 1,666

流動負債合計 4,371 5,257

固定負債   

長期借入金 94 1,031

繰延税金負債 1,291 1,260

資産除去債務 77 78

その他 424 421

固定負債合計 1,888 2,791

負債合計 6,260 8,048

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 20,715

自己株式 △4,763 △4,763

株主資本合計 27,729 28,713

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 219 209

その他の包括利益累計額合計 219 209

新株予約権 121 133

純資産合計 28,069 29,056

負債純資産合計 34,329 37,105
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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：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 25,159 28,496

売上原価 20,173 22,849

売上総利益 4,985 5,646

販売費及び一般管理費 3,565 3,740

営業利益 1,420 1,906

営業外収益   

受取利息 9 4

受取配当金 8 6

受取地代家賃 25 24

その他 28 25

営業外収益合計 71 61

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸費用 14 14

その他 7 3

営業外費用合計 23 19

経常利益 1,467 1,948

特別利益   

新株予約権戻入益 － 30

特別利益合計 － 30

税金等調整前四半期純利益 1,467 1,979

法人税、住民税及び事業税 551 788

法人税等調整額 14 △23

法人税等合計 565 764

少数株主損益調整前四半期純利益 901 1,214

四半期純利益 901 1,214
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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：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 901 1,214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 △9

その他の包括利益合計 △15 △9

四半期包括利益 885 1,205

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 885 1,205

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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