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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 6,866 △24.0 12 △97.4 13 △97.1 4 △99.8
24年3月期第1四半期 9,029 12.9 481 340.7 482 285.6 2,304 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 4百万円 （△99.8％） 24年3月期第1四半期 2,291百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.02 ―
24年3月期第1四半期 9.77 ―

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

25年3月期第1四半期 6,692 4,769 71.3 20.22
24年3月期 7,059 4,765 67.5 20.20
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,769百万円 24年3月期  4,764百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（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

第2四半期(累計) 17,700 △1.8 350 △60.8 350 △61.0 290 △89.3 1.23
通期 36,700 6.3 890 △24.7 890 △25.0 770 △71.9 3.26



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （注）「四半期連結財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページの「２．サマリー
情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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ます。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のレビュー手続きは終了しております。 

※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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 235,987,091 株 24年3月期 235,987,091 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 61,554 株 24年3月期 61,554 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 235,925,537 株 24年3月期1Q 235,925,537 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日）におけるわが国の経済は、復興需要等を

背景に設備投資が増加基調となるなど、緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題に伴い世界経済が減速した

状態から脱していないことで、生産や輸出の回復が遅れるなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの属する自動車業界の状況は、需要刺激策である「エコカー補助金制度」の影響で新車販売が好調

に推移しましたが、この反動で中古車の需要は伸び悩み、供給過多の傾向にあることから、オートオークション取

引相場が下落し、低調に推移いたしました。 

このような環境の中で、当社グループは、収益基盤強化のため利益率を重視した事業運営を推進し、一定の売上

総利益率を確保したものの、売上単価が低水準に推移したことなどから、厳しい状況となりました。 

以上の結果、売上高は6,866百万円（前年同期比24.0％減）、売上総利益は1,414百万円（前年同期比26.2％

減）、営業利益は12百万円（前年同期比97.4％減）、経常利益は13百万円（前年同期比97.1％減）となりました。

また、四半期純利益は４百万円（前年同期比99.8％減）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は6,692百万円となり、前連結会計年度末と比べ、367百万円減少い

たしました。その主な要因は、商品の減少516百万円、受取手形及び売掛金の減少118百万円、現金及び預金の増加

291百万円などによるものであります。   

  負債合計は、1,923百万円となり、前連結会計年度末と比べ、371百万円減少いたしました。主な要因といたしま

しては、支払手形及び買掛金の減少123百万円、未払金の減少73百万円、閉鎖店舗引当金の減少72百万円などによ

るものであります。 

 純資産は4,769百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４百万円増加いたしました。主な要因といたしまして

は、四半期純利益を４百万円計上したことによります。この結果、自己資本比率は71.3％（前連結会計年度末は

67.5％）となりました。  

   

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ291百万円増加し、残高は

3,820百万円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間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） 

 税金等調整前四半期純利益は14百万円であり、仕入債務の減少額123百万円、法人税等の支払額93百万円、未払

金の減少73百万円などのマイナス要因があったものの、たな卸資産の減少515百万円、売上債権の減少118百万円な

どのプラス要因があったことにより、結果として295百万円のプラスとなりました。（前年同期は1,458百万円のプ

ラス）。 

  

（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３百万円、敷金及び保証金の差入による支出１百万円などの要因により、結果と

して４百万円のマイナスとなりました。（前年同期は41百万円のプラス） 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 記載すべき事項はありません。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月10日の「平成24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連結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
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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 

会計方針の変更 

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。  

  

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,533,610 3,825,167

受取手形及び売掛金 538,618 419,920

商品 1,677,005 1,160,590

貯蔵品 1,510 2,065

繰延税金資産 163,511 163,511

その他 176,199 168,242

貸倒引当金 △155 △155

流動資産合計 6,090,299 5,739,342

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 888,924 891,757

減価償却累計額 △558,847 △574,797

建物及び構築物（純額） 330,076 316,960

土地 0 0

その他 106,028 107,394

減価償却累計額 △84,262 △86,348

その他（純額） 21,765 21,046

有形固定資産合計 351,842 338,006

無形固定資産   

その他 28,339 25,760

無形固定資産合計 28,339 25,760

投資その他の資産   

投資有価証券 25,419 25,419

破産更生債権等 6,821,072 6,821,072

差入敷金保証金 552,049 552,479

その他 8,781 8,584

貸倒引当金 △6,817,922 △6,817,922

投資その他の資産合計 589,400 589,633

固定資産合計 969,583 953,401

資産合計 7,059,882 6,692,743
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 460,360 337,044

未払金 433,803 359,968

未払法人税等 92,845 11,890

閉鎖店舗引当金 549,313 477,167

製品保証引当金 39,208 37,619

その他 548,985 530,178

流動負債合計 2,124,516 1,753,869

固定負債   

預り保証金 4,550 4,550

繰延税金負債 24,246 22,658

資産除去債務 140,418 141,263

その他 888 888

固定負債合計 170,103 169,360

負債合計 2,294,620 1,923,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805

資本剰余金 7,555,702 7,555,702

利益剰余金 △17,235,162 △17,230,249

自己株式 △3,753 △3,753

株主資本合計 4,764,591 4,769,505

少数株主持分 670 8

純資産合計 4,765,262 4,769,513

負債純資産合計 7,059,882 6,692,743
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 9,029,770 6,866,228

売上原価 7,111,527 5,451,433

売上総利益 1,918,243 1,414,795

販売費及び一般管理費 1,436,533 1,402,283

営業利益 481,710 12,511

営業外収益   

受取利息 58 2

受取配当金 90 341

受取手数料 460 1,016

受取保証料 542 437

雑収入 1,153 740

営業外収益合計 2,304 2,537

営業外費用   

支払利息 134 7

支払保証料 704 398

修理費 350 684

雑損失 458 0

営業外費用合計 1,647 1,091

経常利益 482,368 13,957

特別利益   

固定資産売却益 － 999

訴訟損失引当金戻入額 1,799,613 －

債務消滅益 29,297 －

債務保証損失引当金戻入額 3,701 －

特別利益合計 1,832,613 999

特別損失   

貸倒引当金繰入額 3,059 －

投資有価証券売却損 880 －

特別損失合計 3,939 －

税金等調整前四半期純利益 2,311,041 14,957

法人税、住民税及び事業税 11,497 12,293

法人税等調整額 386 △1,588

法人税等合計 11,883 10,705

少数株主損益調整前四半期純利益 2,299,157 4,251

少数株主損失（△） △5,381 △661

四半期純利益 2,304,539 4,913
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,299,157 4,251

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,810 －

その他の包括利益合計 △7,810 －

四半期包括利益 2,291,347 4,251

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,296,728 4,913

少数株主に係る四半期包括利益 △5,381 △661
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

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 2,311,041 14,957

減価償却費 20,979 21,416

のれん償却額 851 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,059 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △23,151 －

閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） △61,246 △72,145

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △1,871,615 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,591 △1,588

受取利息及び受取配当金 △148 △343

支払利息 134 7

投資有価証券売却損益（△は益） 880 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △999

売上債権の増減額（△は増加） 319,649 118,697

たな卸資産の増減額（△は増加） 381,948 515,859

仕入債務の増減額（△は減少） △106,661 △123,316

未払金の増減額（△は減少） △54,528 △73,845

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,649 △21,652

破産更生債権等の増減額 △3,059 －

その他 18,679 11,799

小計 988,051 388,845

利息及び配当金の受取額 148 343

利息の支払額 △134 △7

訴訟の判決による拘束性預金の増減額(△は増
加）

500,000 －

法人税等の支払額 △29,988 △93,558

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,458,077 295,623

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 5,158 －

有形固定資産の取得による支出 △8,592 △3,885

有形固定資産の売却による収入 － 1,000

長期前払費用の取得による支出 △1,573 －

敷金及び保証金の差入による支出 △3,561 △1,960

敷金及び保証金の回収による収入 49,929 780

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,360 △4,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,499,437 291,557

現金及び現金同等物の期首残高 1,207,512 3,528,608

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,706,950 3,820,166
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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