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(百万円未満切捨て)
１．平成29年６月期の連結業績（平成28年７月１日～平成29年６月30日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年６月期 23,567 11.7 1,209 36.5 1,197 38.2 743 50.9

28年６月期 21,093 10.6 886 25.6 866 28.7 492 18.4
(注) 包括利益 29年６月期 744百万円( 51.2％) 28年６月期 492百万円( 13.0％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年６月期 161.41 155.60 19.4 13.9 5.1

28年６月期 122.40 122.08 16.8 11.7 4.2
(参考) 持分法投資損益 29年６月期 －百万円 28年６月期 －百万円
　

（注）当社は、平成29年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」「潜在株式調整後１
株当たり当期純利益」を算定しております。

　

（２）連結財政状態

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

29年６月期 9,354 4,142 44.3 898.79

28年６月期 7,914 3,519 44.5 763.82
(参考) 自己資本 29年６月期 4,142百万円 28年６月期 3,519百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

29年６月期 490 △722 267 1,416

28年６月期 562 △266 109 1,380
　　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年６月期 － 0.00 － 21.50 21.50 99 17.6 3.1

29年６月期 － 5.00 － 19.00 24.00 110 14.9 2.9

30年６月期(予想) － 10.00 － 15.00 25.00 15.2
　

（注）当社は、平成29年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、配当金を算定しております。

　

３．平成30年６月期の連結業績予想（平成29年７月１日～平成30年６月30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 12,138 4.6 572 △9.4 567 △9.5 352 △9.2 76.39

通 期 24,824 5.3 1,231 1.8 1,221 2.0 759 2.1 164.82
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※ 注記事項

（１）期中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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年６月期 4,766,240株 28年６月期 4,765,440株

② 期末自己株式数 29年６月期 157,358株 28年６月期 157,280株

③ 期中平均株式数 29年６月期 4,608,424株 28年６月期 4,026,594株
　

（注）当社は、平成29年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年６月期の個別業績（平成28年７月１日～平成29年６月30日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年６月期 590 △4.7 148 △23.1 155 △11.2 103 △10.1

28年６月期 619 － 192 － 174 － 114 －
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

29年６月期 22.40 21.60

28年６月期 28.51 28.44
　　

（２）個別財政状態

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

29年６月期 2,967 1,386 46.7 300.80

28年６月期 2,207 1,405 63.7 304.92

(参考) 自己資本 29年６月期 1,386百万円 28年６月期 1,405百万円
　　　

２．平成30年６月期の個別業績予想（平成29年７月１日～平成30年６月30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 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 311 － 74 － 50 － 10.88

通 期 626 6.1 131 △15.6 88 △14.0 19.26
　

　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 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、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。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日本銀行主導による経済対策、金融緩和策により、企業業績や雇

用環境において改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で新興国や資源国の景気減速

による影響に加えて、イギリスの欧州連合（EU）離脱問題に端を発する欧州の混乱、米国大統領選後の新政権の経

済政策の不確実性等の懸念、中東、欧州、東アジアにおける地政学リスクの高まり等により、景気の先行きについ

ては依然、不透明な状況であり、個人消費も依然として厳しい状況が続いております。

輸入車販売業界におきましては、プラグインハイブリッド、クリーンディーゼル等の環境性能に優れた車種や、

自動ブレーキ技術、自動運転等の先進の安全技術を搭載する車種の投入により、自動車の高度化・多様化のニーズ

に合致し、当連結会計年度の外国メーカー車の新車登録台数は、300,610台（対前年同期比5.0％増加）と増加しま

した。（出典：日本自動車輸入組合HP 統計情報輸入車登録台数の推移）

このような経営環境の下、連結子会社のウイルプラスモトーレン株式会社にて「MINI福岡西」を、平成28年７月

に福岡県福岡市西区に移転、連結子会社のチェッカーモータース株式会社にて「JEEP福岡西」を平成28年10月に福

岡県福岡市西区に新規オープン、連結子会社の帝欧オート株式会社にて、「ボルボ・カー福岡」を平成29年１月に

福岡県福岡市早良区に移転、また、平成29年５月には更なる業容拡大及び収益基盤の強化を目的とし「ボルボ・カ

ーズ小田原」を譲り受け致しました。

当社グループでは引き続き、車輌販売のみならず、車輌整備や損害保険の代理店業といった周辺事業においても

業容の拡大に注力するとともに、更なる経費削減や人員の適正配置による効率化を図ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は23,567百万円（前期比11.7％増加）、営業利益は1,209百万円（前期比

36.5％増加）、経常利益は1,197百万円（前期比38.2％増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は743百万円（前

期比50.9％増加）となり、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前期を上回る結果と

なりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて977百万円増加し、5,889百万円となりました。

これは主に商品が911百万円増加したこと等によるものであります。

当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて462百万円増加し、3,464百万円となりました。

これは主に、九州地方における新規出店及び店舗移転に伴う店舗設備の新規取得等により、有形固定資産が528百万

円増加した一方で、のれんが償却等により89百万円減少したこと等によるものであります。

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて549百万円増加し、4,399百万円となりました。

これは主に、商品仕入により買掛金が332百万円増加、未払法人税等が69百万円増加、１年内返済予定長期借入金が

170百万円増加したこと等によるものであります。

当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて266百万円増加し、812百万円となりました。

これは長期借入金が220百万円増加、主に九州地区における店舗設備等の取得により資産除去債務が52百万円増加し

たこと等によるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて622百万円増加し、4,142百万円となりまし

た。これは利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益の計上により743百万円増加した一方で、配当金の支払が

122百万円あったこと等によるものであります。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度比0.2ポイント減少し、44.3％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より

36百万円（前期比2.6％）増加し、1,416百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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営業活動の結果得られた資金は、490百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1,179百万円、

減価償却費が419百万円、のれん償却額が95百万円となった一方で、たな卸資産の増加額が1,269百万円となったこ

と等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、722百万円となりました。これは主に、北九州地区における新規出店ならびに店

舗改装等に伴う店舗設備等の有形固定資産の取得に672百万円、同店舗の土地賃貸契約に伴う敷金及び保証金の差入

れ等による支出が58百万円あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、得られた資金は、267百万円となりました。これは、長期借入れによる収入が800百万円あった

一方で長期借入金の返済が408百万円、配当金の支払額が121百万円あったこと等によるものであります。

（４）今後の見通し

当社グループは、「我々は輸入車のある生活を提案し、より多くの皆様と豊かさ・楽しさ・喜びを分かち合い、

関わる全ての人々を温かい笑顔に変えていく挑戦を続ける」という企業理念のもとで活動してまいりました。

次期においても、当社の成長戦略である「マルチブランド戦略」「ドミナント戦略」「M&A戦略」により、更なる

成長に向けて邁進してまいります。また、各ブランドにおける投資及び経営資源の選択と集中を更に推進していく

ことにより、経営基盤の強化を図ってまいります。

以上の結果、平成30年６月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高24,824百万円（前期比5.3％増加）、営

業利益1,231百万円（前期比1.8％増加）、経常利益1,221百万円（前期比2.0％増加）、親会社株主に帰属する当期

純利益759百万円（前期比2.1％増加）を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの業務は現在日本国内に限定されており、海外での活動がないことから、当面は日本基準を採用する

こととしております。IFRS（国際財務報告基準）の適用については、外国人株主比率の推移や国内の動向等を注視し、

適用について検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年６月30日)

当連結会計年度
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,380,073 1,416,326

売掛金 155,630 121,586

商品 2,606,043 3,517,440

仕掛品 47,331 45,590

原材料及び貯蔵品 129,620 170,638

繰延税金資産 106,941 115,810

未収入金 308,017 313,041

その他 180,701 192,154

貸倒引当金 △1,971 △3,148

流動資産合計 4,912,390 5,889,440

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,330,819 1,865,651

減価償却累計額 △466,217 △538,910

建物及び構築物（純額） 864,601 1,326,740

機械装置及び運搬具 866,968 899,322

減価償却累計額 △212,396 △205,508

機械装置及び運搬具（純額） 654,572 693,814

工具、器具及び備品 218,719 256,048

減価償却累計額 △156,937 △159,902

工具、器具及び備品（純額） 61,781 96,145

土地 420,069 420,069

その他 18,643 7,222

減価償却累計額 △10,703 △1,604

その他（純額） 7,939 5,617

建設仮勘定 21,098 16,371

有形固定資産合計 2,030,062 2,558,759

無形固定資産

のれん 511,533 422,052

その他 50,414 61,200

無形固定資産合計 561,948 483,253

投資その他の資産

投資有価証券 1,299 2,468

敷金及び保証金 326,648 330,403

繰延税金資産 39,394 38,121

その他 43,144 51,891

投資その他の資産合計 410,486 422,884

固定資産合計 3,002,496 3,464,897

資産合計 7,914,886 9,354,337
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年６月30日)

当連結会計年度
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,595,091 1,927,454

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 280,356 451,152

未払金 271,134 280,730

未払法人税等 196,247 266,012

未払消費税等 73,263 35,987

前受金 715,680 711,300

賞与引当金 35,188 35,268

その他 82,765 91,746

流動負債合計 3,849,727 4,399,651

固定負債

長期借入金 452,130 672,881

資産除去債務 58,006 110,163

その他 35,221 29,230

固定負債合計 545,358 812,274

負債合計 4,395,085 5,211,926

純資産の部

株主資本

資本金 168,238 168,343

資本剰余金 1,101,776 1,101,881

利益剰余金 2,305,658 2,927,391

自己株式 △55,048 △55,145

株主資本合計 3,520,625 4,142,470

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △824 △59

その他の包括利益累計額合計 △824 △59

純資産合計 3,519,801 4,142,410

負債純資産合計 7,914,886 9,354,337
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年７月１日
　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 21,093,443 23,567,004

売上原価 16,485,018 18,582,639

売上総利益 4,608,425 4,984,365

販売費及び一般管理費 3,721,822 3,774,447

営業利益 886,603 1,209,917

営業外収益

受取利息 805 538

受取配当金 51 49

受取手数料 1,206 －

受取保険金 7,787 2,319

還付加算金 － 650

その他 1,823 948

営業外収益合計 11,673 4,505

営業外費用

支払利息 17,405 13,425

株式交付費 2,941 －

株式公開費用 11,160 －

その他 545 3,952

営業外費用合計 32,053 17,377

経常利益 866,224 1,197,046

特別利益

固定資産売却益 447 －

特別利益合計 447 －

特別損失

固定資産除却損 6,361 17,565

減損損失 37,452 －

その他 0 －

特別損失合計 43,814 17,565

税金等調整前当期純利益 822,857 1,179,480

法人税、住民税及び事業税 357,875 440,681

法人税等調整額 △27,892 △5,049

法人税等合計 329,983 435,632

当期純利益 492,873 743,848

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 492,873 743,848
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年７月１日
　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年６月30日)

当期純利益 492,873 743,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △487 764

その他の包括利益合計 △487 764

包括利益 492,386 744,613

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 492,386 744,613

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 168,238 689,833 1,812,785 △335,118 2,335,739

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
492,873 492,873

自己株式の処分 411,942 280,070 692,012

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 411,942 492,873 280,070 1,184,886

当期末残高 168,238 1,101,776 2,305,658 △55,048 3,520,625

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △337 △337 2,335,401

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
492,873

自己株式の処分 692,012

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△487 △487 △487

当期変動額合計 △487 △487 1,184,399

当期末残高 △824 △824 3,519,801
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当連結会計年度(自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 168,238 1,101,776 2,305,658 △55,048 3,520,625

当期変動額

新株の発行 105 105 210

親会社株主に帰属す

る当期純利益
743,848 743,848

剰余金の配当 △122,116 △122,116

自己株式の取得 △97 △97

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 105 105 621,732 △97 621,844

当期末残高 168,343 1,101,881 2,927,391 △55,145 4,142,470

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △824 △824 3,519,801

当期変動額

新株の発行 210

親会社株主に帰属す

る当期純利益
743,848

剰余金の配当 △122,116

自己株式の取得 △97

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

764 764 764

当期変動額合計 764 764 622,609

当期末残高 △59 △59 4,142,410
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年７月１日
至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 822,857 1,179,480

減価償却費 375,161 419,156

減損損失 37,452 －

のれん償却額 94,872 95,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △289 1,177

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,010 79

受取利息及び受取配当金 △856 △587

支払利息 17,405 13,425

有形固定資産売却損益（△は益） △447 －

有形固定資産除却損 6,361 17,565

売上債権の増減額（△は増加） 383,591 45,987

たな卸資産の増減額（△は増加） △839,414 △1,269,780

仕入債務の増減額（△は減少） 56,187 315,292

その他 △89,478 61,826

小計 880,412 878,681

利息及び配当金の受取額 856 587

利息の支払額 △16,860 △12,724

法人税等の支払額 △301,843 △375,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 562,565 490,744

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 △212,169 △672,586

有形固定資産の売却による収入 447 －

無形固定資産の取得による支出 △30,950 △25,500

敷金及び保証金の回収による収入 9,371 49,724

敷金及び保証金の差入による支出 △26,267 △58,347

その他 △6,935 △15,333

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,504 △722,043

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） △300,000 －

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △280,356 △408,453

リース債務の返済による支出 △2,278 △2,374

自己株式の処分による収入 692,012 －

自己株式の取得による支出 － △97

配当金の支払額 － △121,733

その他 － 210

財務活動によるキャッシュ・フロー 109,378 267,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 405,440 36,252

現金及び現金同等物の期首残高 974,633 1,380,073

現金及び現金同等物の期末残高 1,380,073 1,416,326
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（５）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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループは、輸入車販売関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年７月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり純資産額 763.82円 898.79円

１株当たり当期純利益金額 122.40円 161.41円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

122.08円 155.60円

(注) １．平成27年12月３日付で普通株式１株を20株に、平成29年４月１日付で普通株式１株を２株に分割する株式分

割を行っております。上記では、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり

当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

２．当社は、平成28年３月24日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に上場しているため、前

連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新規上場日から前連結会計年度末ま

での平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たりの算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年７月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 492,873 743,848

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

492,873 743,848

普通株式の期中平均株式数(株) 4,026,594 4,608,424

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数（株） 10,614 172,049

（うち新株予約権（株）） (10,614) (172,049)

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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