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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第49期

第２四半期

連結累計期間

第50期

第２四半期

連結累計期間

第49期

会計期間
自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日

自　平成27年４月１日

至　平成27年９月30日

自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日

売上高 （千円） 3,676,229 3,413,293 7,312,147

経常利益 （千円） 239,446 207,110 462,293

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 145,947 130,702 282,508

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 145,947 130,702 282,508

純資産額 （千円） 3,183,995 3,407,452 3,320,415

総資産額 （千円） 7,038,327 6,744,808 6,921,357

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 30.22 27.07 58.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 29.69 26.48 57.35

自己資本比率 （％） 45.0 50.2 47.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 163,026 168,386 708,730

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 5,324 △5,551 △47,100

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △110,052 △263,797 △470,854

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,286,318 1,317,834 1,418,796

 

回次

第49期

第２四半期

連結会計期間

第50期

第２四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成26年７月１日

至　平成26年９月30日

自　平成27年７月１日

至　平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.84 15.74

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としており

ます。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。又、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日）におけるわが国の経済環境は、企業収益、

雇用環境等が改善の動きを続けている反面、個人消費の改善の動きが一服している等全体では横ばいの状況で推移

しております。

このような環境のなか、当社グループにおいて中核事業である自動車販売関連事業が属する自動車販売業界で

は、エコカー減税の対象車種及び減税率の基準見直し、軽自動車税の増税等による販売環境の悪化により当第２四

半期連結累計期間の国内新車販売台数は2,329,268台（登録車（普通自動車）・届出車（軽自動車）の合計。前年

同四半期比5.8％減）となりました。

車種別では、ハイブリッド車（フィットハイブリッド、アクア等）、軽自動車（Ｎ－ＢＯＸ、タント等）、コン

パクトカー（フィット、ノート等）が販売の上位を占めております。

当社グループにおけるセグメント毎の状況につきましては以下のとおりであります。

新車販売につきましては、エコカー減税の対象車種及び減税率の基準見直しや軽自動車税の増税等による販売環

境の悪化に加え、主力車種の販売不振等により販売台数は963台（前年同四半期比16.8％減）となりました。ま

た、整備業務を行うサービス売上は増加しましたが、販売台数の減少により登録受取手数料等の手数料収入は減少

し、売上高は27億32百万円（前年同四半期比8.3％減）となりました。

中古車販売につきましては、新車販売の不振による下取車の減少をオークション等による外部仕入を増やすこと

で販売車両の確保に注力した結果、販売台数は1,051台（前年同四半期比2.1％増。内訳：小売台数498台（前年同

四半期比5.3％増）、卸売台数553台（前年同四半期比0.5％減））となりました。また、サービス売上及び販売台

数の増加により登録受取手数料等の手数料収入も増加しましたが、１台当たりの販売単価が下落したこと等から売

上高は６億37百万円（前年同四半期比1.8％減）となりました。

その他につきましては、生命保険・損害保険代理店業関連事業において、保険契約件数及び保険取扱手数料がと

もに減少したこと等から売上高は43百万円（前年同四半期比9.2％減）となりました。

以上の結果、当社グループの売上高は34億13百万円（前年同四半期比7.2％減）となりました。

また、損益につきましては、営業利益は２億７百万円（前年同四半期比14.8％減）、経常利益は２億７百万円

（前年同四半期比13.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億30百万円（前年同四半期比10.4％減）と

なりました。これは、全てのセグメントにおいて売上高が前年同四半期に比べて減少したことによるものです。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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

年度末に比べ１億円減少し、当第２四半期連結会計期間末には13億17百万円となりました。

当第２四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）

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は１億68百万円（前年同四半期は１億63百万円

の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益２億６百万円から主に減価償却費64百万円、売上債

権の減少額１億93百万円、たな卸資産の増加額１億28百万円、その他の負債の減少額81百万円及び法人税等の支払

額94百万円等を調整したものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は５百万円（前年同四半期は５百万円の獲得）

となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出８百万円、無形固定資産の取得による支出１百万円、貸

付金の回収による収入５百万円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は２億63百万円（前年同四半期は１億10百万円

の使用）となりました。これは借入金の返済による支出２億15百万円、配当金の支払いによる支出48百万円による

ものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,920,000

計 16,920,000

 

②【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）

（平成27年11月12日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 4,830,000 4,830,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 4,830,000 4,830,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成27年６月26日

新株予約権の数 19個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 19,000株

新株予約権の行使時の払込金額 1円

新株予約権の行使期間
自　平成27年７月25日

至　平成57年７月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　244円

資本組入額 　　122円

新株予約権の行使の条件

当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日

目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約

権を行使することができるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

（注）１．新株予約権の数

新株予約権１個につき目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1,000株とします。な

お、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式

併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てるものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

又、上記の他、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社取締役

会において合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとします。
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２．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき

株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同

じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再

編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１に準じて決定します。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

(3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る再編対象会社の株式１株当たり１円とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の

新株予約権の行使期間の満了日までとします。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次に準じて決定します。

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ます。

(8）新株予約権の行使の条件

上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定します。

(9）新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。

①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得

することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総

数増減数(株)

発行済株式総

数残高（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増

減額（千円）

資本準備金残

高（千円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 4,830,000 － 210,300 － 199,711

 

（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

齋藤　國春 千葉県松戸市 1,759 36.42

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

（常任代理人　日本マスタートラスト信託

銀行株式会社）

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号

（東京都港区浜松町二丁目11番３号）
225 4.66

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 225 4.66

株式会社あいおいＮＤＩサポートＢＯＸ 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 225 4.66

ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＰＵ

ＲＩＴＡＮ　ＴＲ：　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　

ＳＲＩＮＴＲＩＮＳＩＣ　ＯＰＰＯＲＴＵ

ＮＩＴＩＥＳ　ＦＵＮＤ

（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）

245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１

号）

150 3.11

東葛ホールディングス従業員持株会

千葉県松戸市小金きよしケ丘三丁目21

番地の１

株式会社東葛ホールディングス内

130 2.69

石塚　俊之 千葉県柏市 106 2.19

松下　吉孝 茨城県取手市 106 2.19

林　　未香 千葉県松戸市 92 1.90

稲田　麻衣子 千葉県松戸市 92 1.90

計 － 3,110 64.39
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,825,000 4,825 －

単元未満株式 普通株式 4,000 － －

発行済株式総数  4,830,000 － －

総株主の議決権 － 4,825 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式701株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

株式会社東葛ホール

ディングス

千葉県松戸市小金きよ

しケ丘三丁目21番地の

１

1,000 － 1,000 0.02

計 － 1,000 － 1,000 0.02

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から

平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる四半期レビューを受けております。
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１【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27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,418,796 1,317,834

受取手形及び売掛金 ※ 2,100,562 ※ 1,944,574

商品及び製品 379,853 440,034

その他 129,536 138,252

流動資産合計 4,028,748 3,840,696

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 470,143 457,275

機械装置及び運搬具（純額） 193,469 221,464

土地 1,985,328 1,985,328

その他（純額） 3,360 3,230

有形固定資産合計 2,652,301 2,667,298

無形固定資産 980 2,461

投資その他の資産 239,327 234,352

固定資産合計 2,892,609 2,904,112

資産合計 6,921,357 6,744,808

負債の部   

流動負債   

買掛金 528,393 542,666

短期借入金 2,127,015 1,940,113

1年内返済予定の長期借入金 53,614 50,004

未払法人税等 80,607 61,615

賞与引当金 48,889 45,924

その他 337,331 298,801

流動負債合計 3,175,851 2,939,125

固定負債   

長期借入金 179,157 154,155

その他 245,933 244,075

固定負債合計 425,090 398,230

負債合計 3,600,942 3,337,355

純資産の部   

株主資本   

資本金 210,300 210,300

資本剰余金 199,711 199,711

利益剰余金 2,896,623 2,979,043

自己株式 △673 △673

株主資本合計 3,305,961 3,388,381

新株予約権 14,454 19,071

純資産合計 3,320,415 3,407,452

負債純資産合計 6,921,357 6,744,808
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 3,676,229 3,413,293

売上原価 2,823,695 2,575,642

売上総利益 852,533 837,651

販売費及び一般管理費 ※ 609,403 ※ 630,622

営業利益 243,130 207,029

営業外収益   

受取利息 885 796

受取手数料 2,978 4,549

受取保険金 － 790

その他 2,184 1,557

営業外収益合計 6,049 7,693

営業外費用   

支払利息 9,732 7,612

営業外費用合計 9,732 7,612

経常利益 239,446 207,110

特別損失   

固定資産処分損 109 498

特別損失合計 109 498

税金等調整前四半期純利益 239,337 206,611

法人税等 93,389 75,909

四半期純利益 145,947 130,702

親会社株主に帰属する四半期純利益 145,947 130,702
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 145,947 130,702

四半期包括利益 145,947 130,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 145,947 130,702

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27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 239,337 206,611

減価償却費 55,973 64,219

賞与引当金の増減額（△は減少） 153 △2,964

株式報酬費用 － 4,617

受取利息及び受取配当金 △885 △796

支払利息 9,732 7,612

固定資産処分損益（△は益） 109 498

売上債権の増減額（△は増加） 23,461 193,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,589 △128,241

仕入債務の増減額（△は減少） △59,281 14,272

その他の資産の増減額（△は増加） 107,567 △6,819

その他の負債の増減額（△は減少） 460 △81,528

小計 308,040 270,914

利息及び配当金の受取額 27 18

利息の支払額 △9,746 △7,645

法人税等の支払額 △135,294 △94,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,026 168,386

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 △2,510 △8,587

無形固定資産の取得による支出 － △1,741

貸付金の回収による収入 5,364 5,364

差入保証金の差入による支出 △29 △3,085

差入保証金の回収による収入 2,500 2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,324 △5,551

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） △33,690 △186,902

長期借入金の返済による支出 △32,142 △28,612

配当金の支払額 △48,292 △48,282

自己株式の取得による支出 △208 －

新株予約権の発行による収入 4,280 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,052 △263,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,298 △100,962

現金及び現金同等物の期首残高 1,228,020 1,418,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,286,318 ※ 1,317,834
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上する方法に変更するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費

用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株式会社オリエントコーポレーション

に集金業務を委託するとともに、同社による支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定

額の約束手形を同社から受領しております。当該受取手形金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成27年９月30日）

受取手形及び売掛金 1,947,015千円 1,760,113千円

 

又、株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、顧客のために、当社は支払

いを再保証しています。当該再保証額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成27年９月30日）

求償権に対する再保証額 207,237千円 177,215千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

　前第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

給料及び手当 187,487千円 186,810千円

賞与引当金繰入額 24,043 22,944

減価償却費 53,792 60,764

賃借料 72,503 70,053

宣伝広告費 52,179 64,478
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 1,286,318千円 1,317,834千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 1,286,318 1,317,834

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 48,292 10 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 48,282 10 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント その他

（注）
合計

 新車販売 中古車販売 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,979,960 648,719 3,628,679 47,549 3,676,229

セグメント間の内部売上高又は

振替高
182,380 － 182,380 － 182,380

計 3,162,341 648,719 3,811,060 47,549 3,858,609

セグメント利益 236,869 72,523 309,393 6,722 316,115

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生命保険・損害保険代

理店業関連事業を含んでおります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 309,393

「その他」の区分の利益 6,722

全社費用（注） △72,985

四半期連結損益計算書の営業利益 243,130

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント その他

（注）
合計

 新車販売 中古車販売 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,732,812 637,318 3,370,130 43,162 3,413,293

セグメント間の内部売上高又は

振替高
143,094 77 143,171 98,705 241,877

計 2,875,906 637,395 3,513,302 141,868 3,655,170

セグメント利益 173,341 83,530 256,871 21,265 278,137

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、生命保険・損害保険代

理店業関連事業及び鈑金塗装事業を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 256,871

「その他」の区分の利益 21,265

セグメント間取引消去 △148

全社費用（注） △70,960

四半期連結損益計算書の営業利益 207,029

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 30円22銭 27円７銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
145,947 130,702

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四

半期純利益金額（千円）
145,947 130,702

普通株式の期中平均株式数（株） 4,829,120 4,828,299

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額
29円69銭 26円48銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整

額（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 86,452 106,282

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社東葛ホールディングス(E03401)

四半期報告書

18/19



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月６日

株式会社東葛ホールディングス

 

取締役会　御中
 
   
    

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 齋藤　晃一　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 岡　　賢治　　印

 
 
 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東葛

ホールディングスの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７
月１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連
結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東葛ホールディングス及び連結子会社の平成27年９月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
その他の事項
会社の平成27年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査
が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成26年11月９日付けで無限定の結論を表明してお
り、また、当該連結財務諸表に対して平成27年６月13日付けで無限定適正意見を表明している。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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