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

26年3月期第3四半期 781 13.1 180 36.6 202 39.3 122 100.8
25年3月期第3四半期 690 10.0 132 95.6 145 85.5 61 46.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 146百万円 （157.8％） 25年3月期第3四半期 56百万円 （42.5％）

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3四半期 34.72 ―
25年3月期第3四半期 17.29 ―

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

26年3月期第3四半期 2,022 1,444 71.5 409.51
25年3月期 2,001 1,333 66.6 377.94
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,444百万円 25年3月期 1,333百万円

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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 1,000 8.1 203 23.4 226 22.9 128 56.6 36.47



(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） ： 有 

(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 

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸
表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 千車科技（北京)有限公司 、 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
②①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3Q 3,570,000 株 25年3月期 3,570,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 41,466 株 25年3月期 41,466 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 3,528,534 株 25年3月期3Q 3,528,534 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、いわゆるアベノミクスにより円安基調が続き、自動車等の

輸出が増加したことや、震災復興による建設需要の高まりにともなう関連産業への波及などから景気は回復傾向を

見せました。 

 当社グループの主要顧客であるオートリース会社を中心とする自動車ファイナンス業界は、前四半期に引き続き

好調な中古車輸出に支えられて再販利益が順調に推移しました。 

このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、再販業務支援売上では、入札会における出

品台数の増加により、前年同期比で11.8％増の375,157千円となりました。また、システム業務支援売上において

もシステム導入先の増加ならびに既存顧客への一時開発売上により、前年同期比で14.3%増の406,106千円となりま

した。  

 以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は、781,264千円で前年同期比13.1%の増収となりまし

た。営業利益は、販売費及び一般管理費において営業拡大にともなう旅費交通費の増加と中国子会社関連でのコン

サル費等があり296,936千円と前年同期比13.1％増となった結果、180,580千円と前年同期比36.6%の増益となりま

した。経常利益は、営業外損益として主に、保有株式の配当と持分法会社の損益を計上したことにより202,215千

円と前年同期比39.3%の増益となりました。これに、特別損失として固定資産の除却損を計上し、法人税等を考慮

した四半期純利益は122,508千円と前年同期比100.8％の増益となりました。  

 なお、当社グループは、システム業務支援、再販業務支援を融合した不可分一体の事業を行っており、単一セグ

メントであります。  

    

（２）財政状態に関する説明 

  （資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,186,973千円となり、前連結会計年度末に比べ26,276千円減

少いたしました。これは主に有価証券が100,063千円増加した一方で、現金及び預金が121,294千円減少したこと

によるものであります。固定資産は835,357千円となり、前連結会計年度末に比べ47,352千円増加いたしました。

これは主に投資有価証券が51,657千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、2,022,331千円となり、前連結会計年度末に比べ21,075千円増加いたしました。  

   （負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は342,527千円となり、前連結会計年度末に比べ112,191千円減

少いたしました。これは主に営業未払金が67,787千円、前受金が16,031千円及び未払法人税等が15,606千円減少

したことによるものであります。固定負債は234,817千円となり、前連結会計年度末に比べ21,868千円増加いたし

ました。これは主に繰延税金負債が11,603千円及び役員退職慰労引当金が6,276千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、577,345千円となり、前連結会計年度末に比べ90,325千円減少いたしました。  

   （純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,444,985千円となり、前連結会計年度末に比べ111,401千

円増加いたしました。これは主に四半期純利益が122,508千円発生したことによるものであります。 

   この結果、自己資本比率は71.5%（前連結会計年度末は66.6%）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 

  当第３四半期連結累計期間の業績は、平成25年5月2日付開示の平成26年3月期の連結業績予想に対して比較的高

い進捗となっておりますが、第4四半期における入札会出品台数ならびにシステム売り上げに係る納入時期の不確

定性により、同業績予想数値に対しての変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結会計期間において、中国に千車科技（北京）有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。   

   

（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。   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



 該当事項はありません。   

    

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871,859 750,564

売掛金 80,232 73,873

営業未収入金 7,538 34

有価証券 225,310 325,373

たな卸資産 311 1,598

その他 27,998 35,529

流動資産合計 1,213,250 1,186,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 187,199 190,433

減価償却累計額 △53,366 △59,794

建物及び構築物（純額） 133,832 130,639

車両運搬具 11,885 11,885

減価償却累計額 △8,332 △9,211

車両運搬具（純額） 3,552 2,674

工具、器具及び備品 95,424 99,343

減価償却累計額 △61,987 △68,335

工具、器具及び備品（純額） 33,437 31,008

土地 120,430 120,430

有形固定資産合計 291,253 284,752

無形固定資産 77,419 75,503

投資その他の資産   

投資有価証券 187,835 239,492

保険積立金 179,798 184,224

その他 76,163 75,850

貸倒引当金 △24,466 △24,466

投資その他の資産合計 419,331 475,101

固定資産合計 788,004 835,357

資産合計 2,001,255 2,022,331



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,028 19,182

営業未払金 304,005 236,217

未払法人税等 58,067 42,461

賞与引当金 15,344 9,891

その他 52,273 34,774

流動負債合計 454,719 342,527

固定負債   

退職給付引当金 28,196 32,060

役員退職慰労引当金 132,871 139,147

資産除去債務 5,518 5,641

その他 46,365 57,968

固定負債合計 212,950 234,817

負債合計 667,670 577,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,445 191,445

資本剰余金 191,230 191,230

利益剰余金 883,401 970,624

自己株式 △18,264 △18,264

株主資本合計 1,247,812 1,335,035

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 85,230 108,713

為替換算調整勘定 541 1,236

その他の包括利益累計額合計 85,772 109,950

純資産合計 1,333,584 1,444,985

負債純資産合計 2,001,255 2,022,331



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 690,696 781,264

売上原価 296,008 303,747

売上総利益 394,687 477,516

販売費及び一般管理費 262,473 296,936

営業利益 132,214 180,580

営業外収益   

受取利息 576 550

受取配当金 5,951 5,372

持分法による投資利益 3,250 14,113

受取賃貸料 1,657 1,257

その他 1,729 946

営業外収益合計 13,166 22,241

営業外費用   

為替差損 － 166

保険解約損 204 386

その他 19 53

営業外費用合計 223 606

経常利益 145,157 202,215

特別損失   

固定資産除却損 21,981 3,239

ゴルフ会員権評価損 15,105 －

特別損失合計 37,086 3,239

税金等調整前四半期純利益 108,070 198,975

法人税、住民税及び事業税 50,703 74,255

法人税等調整額 △3,643 2,211

法人税等合計 47,060 76,467

少数株主損益調整前四半期純利益 61,009 122,508

四半期純利益 61,009 122,508



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 61,009 122,508

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,286 23,482

為替換算調整勘定 182 695

その他の包括利益合計 △4,104 24,178

四半期包括利益 56,905 146,686

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,905 146,686



  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは、システム業務支援、再販業務支援を融合した不可分一体の事業を行っており、単一セグメント

であるためセグメント情報の開示を省略しております。 

   

   

（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）

（セグメント情報等）
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