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当社は、前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四

半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果により、円安・株高が進んだこ

とで、輸出関連企業の業績回復や、高額商品を中心とした個人消費の回復など、一部では景気回復がみ

られるものの、景気の先行きは不透明な状況が続いております。  

自動車販売業界においては、各社が環境対応車の発表により燃費競争が加速しており、各社間での競

争が続いております。 

このような状況下、当社グループは積極的に宣伝広告等を実施し、お客様に向けて商品やサービスの

付加価値を 大化するバリューチェーンビジネスを展開してまいりました。この結果、売上高は、56億

18百万円、営業利益は2億24百万円、経常利益は2億8百万円、四半期純利益は1億22百万円となりまし

た。                

セグメント毎の状況は以下の通りであります。  

 ①自動車販売関連事業 

当セグメントにおきましては、前期の４～６月はエコカー補助金効果により、新車販売台数が増加

し、中古車販売台数が減少する傾向がありました。当第１四半期連結累計期間においては補助金効果の

ない状況であるため、新車販売台数は前年同期比6.8％減の1,337台となり、中古車販売台数は前年同期

比11.6％増の2,394台となりました。結果、売上高は54億46百万円、セグメント利益(営業利益)は2億54

百万円となりました。 

 ②自動車リサイクル事業 

当セグメントにおきましては、使用済自動車の入庫が前年同期比19.4％減の1,711台となり、生産台

数(再資源化処理)は前年同期比10.3％増の2,150台となりました。また、資源価格が上昇傾向にあり、

国内向けリユースパーツ販売も堅調に推移したことで、売上高は1億72百万円、セグメント利益(営業利

益)は40百万円となりました。 

  

(資産の部)  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より4億3百万円減少し、141億42

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少78百万円、商品及び製品の減少2億95百万円等

によるものであります。  

 (負債の部) 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より9億56百万円減少し、108億6百

万円となりました。これは主に、買掛金の減少4億76百万円、未払法人税等の減少1億72百万円、借入金

の減少2億91百万円等によるものであります。  

 (純資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より5億52百万円増加し、33億36

百万円となりました。これは主に、有償一般募集増資による資本金の増加2億59百万円及び資本剰余金

の増加2億59百万円、四半期純利益の計上1億22百万円による利益剰余金の増加、配当金の支払90百万円

による利益剰余金の減少によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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第２四半期(累計)及び通期の連結業績予想につきましては、概ね計画通り推移していることから、連

結業績予想の修正は行っておりません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,770,957 1,692,743

受取手形及び売掛金 341,417 322,269

商品及び製品 2,761,007 2,465,347

仕掛品 3,306 2,931

原材料及び貯蔵品 30,065 22,861

その他 305,130 347,305

貸倒引当金 △118 △117

流動資産合計 5,211,766 4,853,342

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,164,376 3,106,423

土地 4,494,352 4,494,352

その他（純額） 853,788 857,054

有形固定資産合計 8,512,517 8,457,831

無形固定資産 73,394 71,465

投資その他の資産 748,476 760,189

固定資産合計 9,334,388 9,289,487

資産合計 14,546,154 14,142,829
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,850,682 1,374,171

短期借入金 5,251,079 5,125,679

未払法人税等 259,810 87,485

賞与引当金 139,100 74,700

その他 1,175,343 1,219,394

流動負債合計 8,676,016 7,881,430

固定負債   

長期借入金 2,374,695 2,208,231

退職給付引当金 437,366 439,529

役員退職慰労引当金 227,984 231,281

その他 46,283 45,846

固定負債合計 3,086,328 2,924,888

負債合計 11,762,345 10,806,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 901,500 1,161,078

資本剰余金 889,414 1,148,992

利益剰余金 940,930 973,431

株主資本合計 2,731,845 3,283,501

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,303 15,866

その他の包括利益累計額合計 17,303 15,866

少数株主持分 34,660 37,143

純資産合計 2,783,809 3,336,511

負債純資産合計 14,546,154 14,142,829
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,618,931

売上原価 4,458,722

売上総利益 1,160,208

販売費及び一般管理費 935,483

営業利益 224,725

営業外収益  

受取賃貸料 3,028

受取保険金 3,235

その他 3,470

営業外収益合計 9,733

営業外費用  

支払利息 22,311

その他 3,931

営業外費用合計 26,242

経常利益 208,216

特別利益  

受取保険金 49,978

特別利益合計 49,978

特別損失  

和解金 49,998

特別損失合計 49,998

税金等調整前四半期純利益 208,196

法人税、住民税及び事業税 84,051

法人税等調整額 △2,158

法人税等合計 81,892

少数株主損益調整前四半期純利益 126,303

少数株主利益 3,652

四半期純利益 122,650
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 126,303

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △1,437

その他の包括利益合計 △1,437

四半期包括利益 124,866

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 121,213

少数株主に係る四半期包括利益 3,652
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年６月26日を払込期日とする有償一般募集増資による払込を受けました。この結果、

当第１四半期連結会計期間末において資本金及び資本剰余金がそれぞれ259,578千円増加し、当第１四

半期連結会計期間末において資本金が1,161,078千円、資本剰余金が1,148,992千円となっております。

  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６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 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△70,622千円には、セグメント間取引消去1,871千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用72,493千円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない純粋持株会社

である当社の子会社統括事業に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期 
連結損益計算書
計上額(注)２自動車販売 

関連事業
自動車 

リサイクル事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 5,446,344 172,587 5,618,931 ― 5,618,931

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

4,650 8,375 13,025 △13,025 ―

計 5,450,994 180,962 5,631,956 △13,025 5,618,931

セグメント利益 254,522 40,825 295,347 △70,622 224,725
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