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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 14,068 △23.3 203 ― 202 ― 139 ―
21年3月期第2四半期 18,340 ― △352 ― △317 ― △2,955 ―

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

22年3月期第2四半期 0.59 ―
21年3月期第2四半期 △12.53 ―

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

22年3月期第2四半期 6,245 1,477 23.4 6.20
21年3月期 6,472 1,323 20.5 5.61

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,462百万円 21年3月期  1,323百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 28,700 △10.9 360 ― 385 ― 300 ― 1.27
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4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月11日に公表いたしました通期の業績予想は、本資料において修正しております。 
２．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。 
３．前連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準 第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会  
計基準適用指針 第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 235,987,091株 21年3月期  235,987,091株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  61,428株 21年3月期  61,325株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 235,925,721株 21年3月期第2四半期 235,925,815株
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  当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日）において、当社グループ主要部門である

中古車流通業界は、不透明な景気の見通しによる個人消費の低迷や、ユーザーの自動車保有率低下および自動車使

用期間の長期化により、厳しい状況となっております。当社は、このような環境に加えて、前期推進したリストラ

クチャリングにより、不採算店舗の閉鎖とそれに伴う営業人員の減少により、売上高は、前年同期比23.3％減とな

りました。 

  一方で、売上高重視から粗利益重視の経営戦略へ転換を図り、営業現場にもその経営戦略が着実に浸透した事に

より、取引台数１台当たりの粗利益率が向上し、また、前事業年度より、中古車関連事業者を対象として組成した

会員制サービスである「カーチス友の会」の展開・拡大により、業者向け販売が好調に推移していることから、営

業利益は203百万円（前年同期は352百万円の損失）と黒字転換を達成いたしました。 

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高14,068百万円、営業利益203百万円、経常利益202百万

円、四半期純利益139百万円となり、第２四半期連結累計期間としては、６期振りの黒字となりました。 

  

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、前連結会計年度末と比べ、226百万円減少い

たしました。その主な要因は、売掛金の減少267百万円によるものであります。 

また、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べ、379百万円減少いたしました。主な要因といた

しましては、店舗閉鎖損失引当金の減少234百万円、買掛金の増加63百万円、負ののれんの減少28百万円、未払法

人税の減少12百万円、未払金35百万円の減少によるものであります。 

なお、純資産は 百万円となり、自己資本比率は23.4％となっております。 
 
  
(キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計事業年度

末の資金に比べて356百万円減少し、1,119百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動の結果減少した資金は、319百万円となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益

155百万円があった一方で、負ののれん償却28百万円、店舗閉鎖損失引当金の減少234百万円、たな卸資産の増加

169百万円があったこと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) 

  投資活動の結果減少した資金は、36百万円となりました。主な要因としましては、貸付金の回収による収入60

百万円や差入敷金保証金の減少による収入15百万円があったものの、定期預金の預入による支出10百万円、店舗

修繕や新規店舗開店のための有形固定資産の取得による支出41百万円、差入敷金保証金の増加による支出38百万

円があったこと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、減少した資金は0百万円となりました。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

6,245

4,768

1,477
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 当第２四半期連結累計期間の業績は、粗利益重視の経営戦略の推進により、取扱車両1台当たりの粗利益率が向上した

こと、および広告宣伝費をはじめとするコスト削減により販売管理費が抑制されたことによって、連結利益は当初予想を

上回りました。 

 上半期は、粗利益重視の経営戦略により黒字転換に成功したものの、下半期は、昨今の低迷している経済環境を踏ま

え、出店計画を調整した結果、売上高は28,700百万円（増減額△3,300百万円）と当初予想を下回る見込みであります。 

しかしながら、粗利益率が当初予想を上回って推移していることを鑑み、通期連結業績予想の当期純利益額は当初業

績予想から変更いたしません。 

 なお、平成21年５月11日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりであります。 

    

  

 該当事項はありません。 

  

  

 法人税等の計上基準については、一部簡便的な方法を採用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

(平成21年５月11日発表) 

百万円

32,000

百万円

240

百万円

300

百万円 

300 

円 銭

1.27

今回修正（Ｂ） 28,700 360 385 300 1.27

増減額（Ｂ－Ａ） △3,300 120 85 0 ―

増減率（％） △10.3 50 28.3 0 ―

前期実績 

(平成21年３月期) 
32,229    △590 △481 △3,427 △14.53

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,129,779 1,481,649

受取手形及び売掛金 712,730 979,879

商品 1,663,344 1,488,340

原材料及び貯蔵品 5,806 4,693

短期貸付金 986,301 1,000,000

その他 341,213 163,333

貸倒引当金 △440 －

流動資産合計 4,838,736 5,117,896

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,448,960 1,439,004

減価償却累計額 △1,106,271 △1,061,583

建物及び構築物（純額） 342,689 377,420

土地 232,200 232,200

その他 114,735 102,899

減価償却累計額 △82,877 △81,850

その他（純額） 31,858 21,049

有形固定資産合計 606,747 630,669

無形固定資産   

その他 32,628 17,553

無形固定資産合計 32,628 17,553

投資その他の資産   

投資有価証券 37,295 37,295

破産更生債権等 6,936,442 6,933,799

差入敷金保証金 559,929 507,096

CMSによる寄託金 11,932,623 11,932,623

その他 22,291 13,597

貸倒引当金 △18,720,916 △18,718,272

投資その他の資産合計 767,666 706,139

固定資産合計 1,407,042 1,354,362

資産合計 6,245,779 6,472,259
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 412,996 349,734

短期借入金 45,003 30,003

未払金 376,346 411,498

未払法人税等 64,594 77,139

賞与引当金 3,500 －

店舗閉鎖損失引当金 1,284,095 1,519,089

訴訟損失引当金 1,951,615 1,910,952

製品保証引当金 32,277 38,707

その他 514,687 701,293

流動負債合計 4,685,116 5,038,418

固定負債   

預り保証金 6,630 4,150

負ののれん 76,965 105,828

固定負債合計 83,595 109,978

負債合計 4,768,712 5,148,396

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 △20,537,118 △20,675,899

自己株式 △3,749 △3,745

株主資本合計 1,462,640 1,323,862

少数株主持分 14,425 －

純資産合計 1,477,066 1,323,862

負債純資産合計 6,245,779 6,472,259
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,340,546 14,068,583

売上原価 15,068,305 11,146,314

売上総利益 3,272,241 2,922,268

販売費及び一般管理費 3,624,787 2,718,898

営業利益又は営業損失（△） △352,546 203,370

営業外収益   

受取利息 5,088 6,534

受取配当金 1,183 360

受取手数料 14,285 －

預り保証金償却益 7,414 －

負ののれん償却額 － 28,862

雑収入 10,326 13,307

営業外収益合計 38,297 49,064

営業外費用   

支払利息 － 649

租税公課 － 41,654

雑損失 2,945 7,851

営業外費用合計 2,945 50,155

経常利益又は経常損失（△） △317,194 202,278

特別利益   

賞与引当金戻入額 10,211 －

固定資産売却益 716 －

貸倒引当金戻入額 3,150 －

関係会社株式売却益 － 1,145

特別利益合計 14,078 1,145

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 4,551

固定資産除却損 2,151 3,017

リース解約損 596 －

訴訟和解金 1,029 －

減損損失 366,582 －

店舗閉鎖損失 14,875 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,060,200 －

訴訟損失引当金繰入額 167,125 40,163

過年度製品保証引当金繰入額 14,039 －

特別損失合計 2,626,601 47,731

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,929,716 155,692

法人税等 25,913 21,534

少数株主損失（△） － △5,092

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,955,629 139,250
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,969,170 7,554,811

売上原価 7,208,202 5,974,184

売上総利益 1,760,967 1,580,627

販売費及び一般管理費 1,533,828 1,382,979

営業利益 227,139 197,648

営業外収益   

受取利息 5,079 287

受取配当金 883 210

受取手数料 14,285 －

預り保証金償却益 7,414 －

負ののれん償却額 － 14,431

雑収入 4,847 6,573

営業外収益合計 32,509 21,502

営業外費用   

支払利息 － 473

租税公課 － 41,654

雑損失 926 3,718

営業外費用合計 926 45,846

経常利益 258,722 173,303

特別利益   

賞与引当金戻入額 10,211 －

固定資産売却益 716 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 15,148 －

関係会社株式売却益 － 1,145

特別利益合計 26,077 1,145

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 4,551

固定資産除却損 2,151 3,017

リース解約損 596 －

訴訟和解金 1,029 －

店舗閉鎖損失 14,875 －

訴訟損失引当金繰入額 102,125 40,163

特別損失合計 120,777 47,731

税金等調整前四半期純利益 164,021 126,717

法人税等 13,028 11,777

少数株主損失（△） － △5,092

四半期純利益 150,992 120,033
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,929,716 155,692

減価償却費 98,188 68,211

減損損失 366,582 －

負ののれん償却額 － △28,862

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,150 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,800 1,500

投資有価証券売却損益（△は益） － △165

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,145

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,750,178 △234,993

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 167,125 40,663

製品保証引当金の増減額（△は減少） 50,500 △6,429

受取利息及び受取配当金 △6,271 △6,894

支払利息 － 643

有形固定資産売却損益（△は益） △716 －

有形固定資産除却損 2,093 3,017

無形固定資産除却損 57 －

売上債権の増減額（△は増加） 55 275,293

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,678,742 △169,662

仕入債務の増減額（△は減少） △244,489 6,200

未払金の増減額（△は減少） △227,302 △39,827

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,799 △75,332

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 4,551

その他 156,097 △244,185

小計 807,975 △251,725

利息及び配当金の受取額 6,271 4,758

利息の支払額 － △643

法人税等の支払額 △50,459 △71,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 763,786 △319,498

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △10,000

有形固定資産の取得による支出 △250,008 △41,732

有形固定資産の売却による収入 1,215 －

無形固定資産の取得による支出 △3,563 △8,649

長期前払費用の取得による支出 － △12,035

出資金の売却による収入 － 400

敷金及び保証金の差入による支出 △5,251 △38,241

敷金及び保証金の回収による収入 8,070 15,880

預り保証金の受入による収入 － 480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,447
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △1,542

貸付けによる支出 △1,000,000 －

貸付金の回収による収入 1,000,000 60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,537 △36,888

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △3

新株予約権の発行による収入 30,140 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,139 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 544,387 △356,390

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,713 1,481,649

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △5,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,460,101 1,119,779
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

   自動車関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額 

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 
  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
自動車 
関連事業 
（千円） 

不動産

関連事業  
（千円） 

その他

関連事業  
（千円） 

計

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高    13,986,574  82,009  －  14,068,583  －  14,068,583

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  13,986,574  82,009  －  14,068,583    －  14,068,583

 営業利益又は営業損失（△）  126,936  80,496  △4,062  203,370  －  203,370

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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