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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 67,312 7.8 3,916 58.8 3,720 66.2 1,880 83.0
22年3月期第3四半期 62,418 △8.2 2,465 113.3 2,238 179.7 1,027 ―

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

23年3月期第3四半期 55.13 52.50
22年3月期第3四半期 30.65 29.97

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

23年3月期第3四半期 63,964 12,185 17.7 327.09
22年3月期 67,829 10,489 14.3 281.30

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,345百万円 22年3月期  9,676百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 5.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 90,000 2.0 5,100 14.2 4,500 6.5 2,300 27.1 67.15



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（金額表示単位の変更について） 
 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第1四半期連結会計期
間より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても百
万円単位に組替え表示しております。 
（注）「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 
表示方法等の変更の有無となります。 

(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終了していません。 

※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。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等について
は、四半期決算短信（添付資料）3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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 36,793,678株 22年3月期  35,924,118株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,106,332株 22年3月期  1,524,344株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 34,112,238株 22年3月期3Q 33,527,823株
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(1）連結経営成績に関する定性的情報 

 ①業績全般の概況 

国内の新車販売市場は、エコカー買替補助金制度終了に伴い新車受注が一時的に減少しており

ますが、当社グループでは中核事業であります自動車販売関連事業において中古車販売に注力

し、販売台数の増加と粗利の改善に努めた結果、新車、中古車を合わせた自動車販売台数は

41,529台と、前年同期に比べ2,001台（5.1％）増加いたしました。 

当社グループでは、国内新車市場が長期的に縮小する傾向にあることから、かねてより、新

車・中古車の台当り粗利の改善、サービス部門の収益性の改善、経費削減、財務体質の強化等に

取り組み、新車販売台数の減少に充分対応できる企業体質を構築してまいりましたので、エコカ

ー買替補助金制度終了後の当第3四半期（平成22年10月1日から平成22年12月31日）におきまして

も売上高が前年同期実績を下回る中で、利益面では前年同期実績を上回る水準で推移しておりま

す。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年12月31日までの9ヶ月

間）の連結売上高は 百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は 百万円（前年同期

比58.8％増）、経常利益は 百万円（前年同期比66.2％増）、四半期純利益は 百万円

（前年同期比83.0％増）となり、当第３四半期の営業利益、経常利益、四半期純利益は過去 高

となりました。 

  

  ②セグメントの業績概況 

  [自動車販売関連事業] 

新車部門では、エコカー買替補助金制度終了に伴う反動減の影響もあり、ホンダ車の販売台数

が3,668台（前年同期比0.6％減）、日産車の販売台数が11,390台（前年同期比0.9％減）とそれぞ

れ微減となりましたが、輸入車が好調に推移しており、当社グループの新車販売台数は15,421台

（前年同期比0.3％増）となりました。 

中古車部門では円高の影響がある中で、輸出台数は5,566台（前年同期比1.5％減）と堅調を維

持し、好調に推移した国内販売を含めた当社グループの中古車販売台数は26,108台（前年同期比

8.1％増）となりました。 

サービス部門では、点・車検、修理、手数料収入等の収益性向上に注力し、好調であった前年

並みの売上高と増益を確保いたしました。 

レンタカー部門では前連結会計年度に新規出店した店舗と既存店の稼動がともに好調に推移

し、増収増益となりました。 

以上の結果、売上高は647億99百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は37億43百万円（前年

同期比59.2％増）となりました。 

   

[環境関連事業] 

今後、社会的ニーズが高まるであろうことから、環境関連ビジネスとして省電力装置の製造販

売を行っており、主にイギリス、中国、シンガポール、オーストラリア、南アフリカ共和国等の

地域における商談を推進し、国内外の製造販売体制構築に注力するとともに、製品のコストダウ

ンにも取り組んでまいりました。 

中でもイギリス向けの販売台数が堅調に推移した結果、売上高は11億43百万円（前年同期比

18.5％増）、営業利益は2億47百万円（前年同期比25.6％増）となりました。 

   

[住宅関連事業・その他] 

住宅関連事業及びその他の業績につきましては、「3.四半期連結財務諸表（5）セグメント情

報」に記載のとおりであります。  
  

（注）第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更しております。前年同期との比較に関す

る事項は、前年同期の数値を変更後の事業部門に組み替えた金額との比較によっております。 

  

1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報

673億12 39億16

37億20 18億80
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(2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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

百万円と比較し38億64百万円減少いたしました。流動資産は 百万円となり、41億

16百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金、売掛金、商品、未収法人税等の減少によ

るものであります。固定資産は 百万円となり、2億51百万円増加いたしました。これは主

にリース資産の増加、のれんの減少によるものであります。 

 負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末 百万円と比較し55億60百万円減少

いたしました。流動負債は 百万円となり、65億74百万円減少いたしました。これは主に買

掛金、短期借入金の減少によるものであります。固定負債は 百万円となり、10億13百万円
増加いたしました。これは主に長期借入金、リース債務、長期未払金、資産除去債務の増加、退

職給付引当金の減少によるものであります。 

 純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末 百万円と比較し16億96百万円増

加いたしました。 

  

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月8日付「平成23年3月期 第2四半期決算短

信」から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  
  

①たな卸資産の評価方法  

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連

結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には前連結会計年度の決算において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

 

①会計処理基準に関する事項の変更  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日)を適用しております。  

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ8百万円、税金等調

整前四半期純利益が1億37百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は2億55百万円であります 
  

②表示方法の変更  

四半期連結損益計算書関係  

 「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20年12月26日)に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
   
 

 該当事項はありません。  

639億64

678億29 190億36

449億28

517億78 573億39

363億18

154億59

121億85 104億89

2.その他の情報
(1)重要な子会社の異動の概要

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4)継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,937 7,042

受取手形及び売掛金 2,046 3,237

商品及び製品 5,627 6,758

仕掛品 358 188

原材料及び貯蔵品 98 87

その他 4,995 5,866

貸倒引当金 △26 △29

流動資産合計 19,036 23,152

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,940 16,653

減価償却累計額 △10,700 △10,310

建物及び構築物（純額） 6,240 6,342

機械装置及び運搬具 2,247 2,200

減価償却累計額 △1,351 △1,316

機械装置及び運搬具（純額） 896 884

土地 16,415 16,415

その他 5,049 3,392

減価償却累計額 △2,330 △1,724

その他（純額） 2,719 1,668

有形固定資産合計 26,271 25,311

無形固定資産   

のれん 11,315 11,882

その他 619 620

無形固定資産合計 11,935 12,502

投資その他の資産   

投資有価証券 4,802 4,728

その他 2,115 2,331

貸倒引当金 △197 △197

投資その他の資産合計 6,721 6,862

固定資産合計 44,928 44,676

資産合計 63,964 67,829
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,285 13,081

短期借入金 20,581 21,227

未払法人税等 649 1,287

賞与引当金 359 814

その他 7,443 6,482

流動負債合計 36,318 42,893

固定負債   

社債 458 290

長期借入金 10,223 9,799

退職給付引当金 538 1,481

役員退職慰労引当金 241 208

資産除去債務 255 －

その他 3,743 2,667

固定負債合計 15,459 14,446

負債合計 51,778 57,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,493 2,453

資本剰余金 1,037 991

利益剰余金 7,958 6,315

自己株式 △286 △193

株主資本合計 11,202 9,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 109

評価・換算差額等合計 142 109

新株予約権 53 57

少数株主持分 786 755

純資産合計 12,185 10,489

負債純資産合計 63,964 67,829
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 62,418 67,312

売上原価 49,129 52,701

売上総利益 13,288 14,610

販売費及び一般管理費 10,823 10,694

営業利益 2,465 3,916

営業外収益   

受取賃貸料 83 51

持分法による投資利益 － 133

その他 237 179

営業外収益合計 321 364

営業外費用   

支払利息 398 416

その他 150 143

営業外費用合計 549 560

経常利益 2,238 3,720

特別利益   

固定資産売却益 68 －

投資有価証券売却益 32 13

違約金収入 358 －

退職給付制度終了益 － 248

その他 85 10

特別利益合計 545 273

特別損失   

固定資産売却損 64 －

固定資産除却損 3 12

減損損失 349 9

投資有価証券評価損 29 50

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 131

その他 34 99

特別損失合計 480 303

税金等調整前四半期純利益 2,302 3,690

法人税、住民税及び事業税 614 1,412

法人税等調整額 629 350

法人税等合計 1,243 1,763

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,927

少数株主利益 31 46

四半期純利益 1,027 1,880
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,302 3,690

減価償却費 1,236 1,321

のれん償却額 567 567

減損損失 349 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △428 △455

支払利息 398 416

固定資産売却損益（△は益） △4 －

固定資産除却損 3 12

投資有価証券評価損益（△は益） 29 50

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 131

売上債権の増減額（△は増加） 1,842 1,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △996 915

仕入債務の増減額（△は減少） 942 △5,795

その他 △329 △504

小計 5,902 1,679

利息及び配当金の受取額 29 55

利息の支払額 △384 △408

法人税等の支払額 △791 △2,056

法人税等の還付額 692 768

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,447 38

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 △902 △788

有形固定資産の売却による収入 2,809 363

投資有価証券の取得による支出 △77 △121

投資有価証券の売却による収入 315 165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

105 －

貸付けによる支出 △6 △201

貸付金の回収による収入 1,142 291

その他 △363 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,021 △317

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） △2,411 △866

長期借入れによる収入 5,230 5,010

長期借入金の返済による支出 △3,993 △4,365

配当金の支払額 － △237

その他 △573 △335

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,749 △794

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,713 △1,105

現金及び現金同等物の期首残高 1,908 6,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,621 5,877
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

自動車販売関連事業……自動車の販売、修理及びレンタル等、自動車用品の販売等 

住宅関連事業……………住宅の販売及び建築請負等 

不動産賃貸事業…………不動産の賃貸 

投資関連事業……………有価証券投資、投資先企業のサポート業務及び経営コンサルティング業務等 

環境関連事業……………電力制御機器装置の設計、開発及び販売等 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

  
自動車販売 
関連事業 
（百万円） 

住宅関連 
事業 

（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円）

投資関連
事業 

（百万円）

環境関連
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 59,682  1,456 313 1 964  62,418  － 62,418

(2）セグメント間の

内部売上高又は 

振替高 

 24  75 32 28 2  164 ( ) 164 －

計  59,707  1,531 346 29 967  62,582 ( ) 164 62,418

営業利益 

（△は営業損失） 
 2,316  △48 113 △21 201  2,559 ( ) 93 2,465

- 8 -

VTホールディングス㈱(7593)　平成23年3月期　第3四半期決算短信



【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。 

当社グループは持株会社体制をとっており、当社は持株会社としてグループ事業戦略の立案及
び全般管理を行い、各子会社において事業活動を展開しております。当社は、取り扱い商品及び
サービス別にセグメントを構成しており、「自動車販売関連事業」「環境関連事業」「住宅関連
事業」を報告セグメントとしております。 

「自動車販売関連事業」は、新車・中古車の販売及び自動車の修理を行う新車ディーラー事業
を中心に輸入車インポーター事業、中古車輸出事業、レンタカー事業などの自動車販売関連事業
を行っています。「環境関連事業」は、電力制御機器装置の設計、開発、製造及び販売を行って
おります。「住宅関連事業」は、一戸建て住宅の販売、建築請負等を行っております。 

   

２．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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

（単位：百万円） 

(注) 1 その他は、グループ全社管理部門及び投資事業であります。 

2 セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去であります。 

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

 (追加情報) 
第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

   

 当社は、当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の権利行使により新株を発行いたし

ました。この結果、資本金が40百万円、資本剰余金が40百万円増加し、当第３四半期連結会計期

間末において資本金が2,493百万円、資本剰余金が1,037百万円となりました。  

  

 該当事項はありません。 

  

   

  報告セグメント 

その他
（注）1 

合計 
調整額
（注）2 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）3 

  
自動車販売 
関連事業 

環境関連 
事業 

住宅関連 
事業 

売上高               

外部顧客への売上高  64,799  1,143  1,247  121  67,312  －  67,312

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 47  2  109  475  634  △634  －

計  64,846  1,145  1,356  597  67,946  △634  67,312

セグメント利益又は損失(△)  3,743  247  △75  △1  3,915  0  3,916

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7)重要な後発事象
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