
  

１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

 

  

  

    
 

   平成25年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成25年５月15日

上場会社名  アップルインターナショナル株式会社 上場取引所  東

コード番号  2788 ＵＲＬ   http://apple-international.com

代表者 （役職名）  代表取締役会長兼社長 （氏名）  久保 和喜

問合せ先責任者 （役職名）  取締役 管理本部長 （氏名）  近藤 則明 ＴＥＬ   059-347-3515

四半期報告書提出予定日  平成25年５月15日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無   ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第１四半期  6,854  △14.0  108  －  27  △74.7  75  △45.4

24年12月期第１四半期  7,967  6.3  △58  －  109  5.1  138  －

（注）包括利益 25年12月期第１四半期 257百万円（ ％） 26.7   24年12月期第１四半期 203百万円（ ％） 455.9

  
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12月期第１四半期  606.42  －

24年12月期第１四半期  1,111.56  －

  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12月期第１四半期  21,591  5,084  22.2  38,522.07

24年12月期  19,491  4,829  23.3  36,470.47

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 4,800百万円   24年12月期 4,544百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年12月期  －       
25年12月期（予想）   0.00 － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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）

  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）  14,617  4.5  351  －  206  －  50  －  401.24

通期  28,563  18.4  835  －  565  －  163  －  1,308.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.３「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
変更・修正再表示」をご覧下さい。  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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： 有

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12月期１Ｑ 124,614株 24年12月期 124,614株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ －株 24年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 124,614株 24年12月期１Ｑ 124,614株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は完了しております。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P2「１．当四半期決算に関する定性的

情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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におけるわが国経済は、日銀の金融緩和策や新政権の成長戦略等の期待感から急速

に円安が進み、輸出産業を中心に企業業績の向上が見込めるとの期待から日経平均株価が大幅に上昇しました。
このように国内景気は回復への明るい兆しが見られた一方で、海外景気の下振れによる影響が懸念されるなど、
依然として景気動向は不透明な状況で推移しております。 

このような状況の中、当社グループは、従来と同様、自動車市場の拡大が見込まれる中華人民共和国（以下
「中国」という）を中心に東南アジア諸国およびその周辺国において、主に欧州メーカーブランドの商品によっ
て多国間の貿易ルートを確保することにより自動車市場の流通の活性化と収益拡大に努めてまいりました。 

上記の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は 百万円（前年同期比14.0％減）、営業利
益は 百万円（前年同期は 百万円の営業損失）、経常利益は 百万円（前年同期比74.7％減）、四半期純利益
は 百万円（前年同期比45.4％減）となりました。 

  
 セグメントの業績は次のとおりであります。 
①日本 
 日本国内における中古買取・販売事業につきましては、当第１四半期連結累計期間末の「アップル」フランチ
ャイズ店舗数は208店（前連結会計年度末は204店舗）となりました。 
 また、主に東南アジア諸国を中心とした中古車輸出事業を手掛ける当セグメントは、売上高は前年同期と比較
し181百万円減収となりましたが、為替相場が急速に円安に進んだことも好影響となり、１台あたりの利益額は
改善されつつあります。 
 これらの結果、当セグメントの売上高は2,833百万円(前年同期比6.0％減)、営業利益は80百万円（前年同期は
27百万円の営業損失）となりました。 

   
②中国 
 中国汽車工業協会が平成25年４月11日に公表した１～３月の新車販売台数累計は、所得水準の向上により消費
意欲が高まる内陸部を中心にマイカーブームが波及したこと等から前年同期比13.2%増の542万4,500台となりま
した。 
 なお、当社の主力商品であるメルセデスベンツについては、ダイムラーが平成25年４月５日に公表した中国国
内の販売台数は、３月単月では前年同月比5.4％増となったものの、1～３月の新車販売台数累計は前年同期比
12%減の４万5,440台となりました。中国国内における自動車市場は競争の激しい環境にあるものの、全体的には
当社の主力商品の販売台数は堅調であると思われます。 
 中国国内における新車関連事業を手掛ける当セグメントは、販売台数は前年同期比に対し減少となりました
が、値引き競争が激しい中においても１台あたりの利益額が改善しました。加えて、前年同期に比べ広告宣伝費
等の販売費が減少したことから、前年同期と比較し減収増益となりました。 
 この結果、当セグメントの売上高は4,020百万円（前年同期比18.8％減）、営業利益は27百万円（前年同期は
30百万円の営業損失）となりました。  

   
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

貸借対照表 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末（平成24年12月末）と比較して2,099百万円

増加して 百万円となりました。 
これは、現金及び預金が1,032百万円増加、商品及び製品が456百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して1,844百万円増加して 百万円となりました。 
これは、支払手形及び買掛金が268百万円増加、短期借入金が1,452百万円増加したこと等によるものでありま

す。 
純資産は、前連結会計年度末と比較して255百万円増加して 百万円となり、自己資本比率は22.2％となりま

した。 
   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 平成25年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年２月19日発表の業績予想から変更はありませ
ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 税金費用については、当第１四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。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、税引前四半期純利益に法定実効税率を乗じて計算しております。  

   

（減価償却方法の変更）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、前第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降

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。 

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への影響は軽微で

あります。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積変更・修正再表示
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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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,507,486 11,540,400

売掛金 1,385,393 1,437,409

商品及び製品 2,675,190 3,131,737

原材料及び貯蔵品 768 655

その他 2,511,784 3,035,322

貸倒引当金 △409,164 △410,150

流動資産合計 16,671,459 18,735,373

固定資産   

有形固定資産 774,400 810,116

無形固定資産 33,433 31,422

投資その他の資産   

長期営業債権 1,948,379 1,857,917

長期滞留債権 1,708,583 1,828,823

その他 1,685,406 1,694,925

貸倒引当金 △3,329,975 △3,367,534

投資その他の資産合計 2,012,394 2,014,132

固定資産合計 2,820,228 2,855,672

資産合計 19,491,687 21,591,046

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 989,314 1,257,899

短期借入金 11,438,702 12,891,580

1年内返済予定の長期借入金 117,144 113,824

未払法人税等 146,298 67,297

その他 1,593,882 1,817,562

流動負債合計 14,285,341 16,148,164

固定負債   

長期借入金 305,337 277,607

退職給付引当金 1,594 1,187

役員退職慰労引当金 12,439 12,639

その他 57,537 66,658

固定負債合計 376,909 358,092

負債合計 14,662,251 16,506,256
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,816,489 4,816,489

資本剰余金 165,687 165,687

利益剰余金 △522,747 △447,178

株主資本合計 4,459,429 4,534,998

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,317 30,682

為替換算調整勘定 60,985 234,708

その他の包括利益累計額合計 85,302 265,391

少数株主持分 284,704 284,399

純資産合計 4,829,436 5,084,789

負債純資産合計 19,491,687 21,591,046

ｱｯﾌﾟﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱（2788）平成25年12月期　第１四半期決算短信

5



（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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

売上高 7,967,417 6,854,091

売上原価 7,476,710 6,250,469

売上総利益 490,706 603,622

販売費及び一般管理費 548,940 495,167

営業利益又は営業損失（△） △58,233 108,455

営業外収益   

受取利息 2,356 15,465

保険代行収入 7,482 8,186

為替差益 210,626 49,541

その他 12,019 13,432

営業外収益合計 232,484 86,626

営業外費用   

支払利息 51,587 110,713

持分法による投資損失 10,673 51,147

その他 2,041 5,429

営業外費用合計 64,302 167,290

経常利益 109,948 27,791

特別利益   

固定資産売却益 205 234

投資有価証券売却益 － 65,961

特別利益合計 205 66,195

特別損失   

固定資産除却損 234 －

固定資産売却損 15,040 27,268

特別損失合計 15,275 27,268

税金等調整前四半期純利益 94,878 66,718

法人税等 36 48,684

少数株主損益調整前四半期純利益 94,842 18,033

少数株主損失（△） △43,674 △57,535

四半期純利益 138,516 75,569
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 94,842 18,033

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 86,989 6,365

為替換算調整勘定 36,797 224,036

持分法適用会社に対する持分相当額 △15,608 8,919

その他の包括利益合計 108,178 239,322

四半期包括利益 203,020 257,355

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 230,924 255,658

少数株主に係る四半期包括利益 △27,904 1,697
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年３月31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）   

（注）セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。  

  

２．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１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年３月31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）   

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

２．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。 

  

（６）重要な後発事象 

  該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント  

合計 
日本 中国 

 売上高 

  外部顧客への売上高 

  

 3,014,376

  

 4,953,040  7,967,417

  セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 ―  ―  ―

計  3,014,376  4,953,040  7,967,417

 セグメント損失（△）  △27,855  △30,378  △58,233

  
報告セグメント  

合計 
日本 中国 

 売上高 

  外部顧客への売上高 

  

 2,833,262

  

 4,020,829  6,854,091

  セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 ―  ―  ―

計  2,833,262  4,020,829  6,854,091

 セグメント利益  80,725  27,729  108,455
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