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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 26,345 34.5 1,270 13.2 1,168 7.6 689 △58.3
24年3月期第1四半期 19,593 △6.9 1,122 17.8 1,086 21.4 1,650 279.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 617百万円 （△62.7％） 24年3月期第1四半期 1,655百万円 （238.7％）

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3月期第1四半期 19.80 19.17
24年3月期第1四半期 47.61 46.36

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3月期第1四半期 76,905 17,231 21.2 460.93
24年3月期 71,601 16,921 22.3 462.63
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 16,333百万円 24年3月期 15,993百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

24年3月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 13.00 ― 13.00 26.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 57,000 31.4 3,500 20.7 3,300 16.6 1,800 △27.6 51.25
通期 118,000 22.9 7,800 17.1 7,600 15.8 4,300 △1.4 121.89



(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） ： 有

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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。

※  注記事項

新規 2社 （社名） (株)日産サティオ埼玉
CCR MOTOR CO.LTD.

、 除外 ―社 （社名） ―

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 ： 無
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3月期1Q 36,793,678 株 24年3月期 36,793,678 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,358,832 株 24年3月期 2,223,832 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 34,806,055 株 24年3月期1Q 34,674,027 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 

当第１四半期における国内の新車販売市場は、昨年の東日本大震災やタイ洪水による被災から自動車メーカー各

社が生産体制を回復させたことに加え、政府の「エコカー補助金」による需要喚起もあり、好調に推移しておりま

す。

当社グループでは、かねてより国内の新車販売市場は長期的に減少傾向が続くと想定し、新車販売動向に業績が

左右されない企業体質を実現するため、中古車販売の強化、新車の台当り粗利の改善、サービス部門やレンタカー

部門の収益拡大、経費削減、財務体質の強化に総合的に取り組んでまいりました。特にリーマンショック後は本業

に特化し、新規のＭ＆Ａを手控え企業体質の強化に専念し、相当な成果を実現することができました。今後は更に

財務体質を改善しつつ、事業規模の拡大も同時に目指すこととし、本業分野でのＭ＆Ａの準備を進めてまいりま

す。

当第１四半期は期首に自動車ディーラー２社を国内外でグループに加え、当社グループの中核事業であります自

動車販売関連事業における新車、中古車を合わせた自動車販売台数は16,517台と、前年同期に比べ5,492台

（49.8％）増加いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日までの3ヶ月間）の連結業績は好

調に推移し、連結売上高は 百万円（前年同期比34.5％増）、営業利益は 百万円（前年同期比13.2％

増）、経常利益は 百万円（前年同期比7.6％増）、四半期純利益は前第１四半期の特別利益の事業譲渡益13

億7百万円がなくなったため 百万円（前年同期比58.3％減）となり、四半期純利益を除く、売上高、営業利

益、経常利益については、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]

平成24年4月2日に国内で日産ディーラーを営む㈱日産サティオ埼玉及びその子会社1社と、英国で三菱ディーラ

ーを営むCCR MOTOR CO.LTD.を株式取得により当社の子会社とし、新たに連結の範囲に含めております。

新車部門では、ホンダ車の販売台数が1,639台（前年同期比91.5％増）、日産車の販売台数が4,023台（前年同期

比32.6％増）、その他の外国車を含めた当社グループの新車販売台数は6,284台（前年同期比47.9％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2,017台（前年同期比17.9％増）と好調に推移し、国内販売

を含めた当社グループの中古車販売台数は10,233台（前年同期比51.0％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、増収増益となりました。

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堅調に推移し、増収増益となりまし

た。

以上の結果、売上高は258億6百万円（前年同期比36.7％増）、営業利益は13億26百万円（前年同期比17.9％増）

となりました。

[住宅関連事業]

当社グループの提案する「建築家と建てる家」の市場での認知度が高まり、住宅にこだわりをもたれる顧客の支

持を得ることができ、注文住宅、建売住宅の受注棟数・竣工棟数ともに堅調に推移しました。

以上の結果、売上高は5億2百万円（前年同期比22.9％増）、営業損失は23百万円（前年同期は38百万円の営業損

失）となり、収益を改善することができました。

（注)当第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。詳細は、「４.四半

期連結財務諸表 （６）セグメント情報等」に記載のとおりであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

263億45 12億70

11億68

6億89
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は769億5百万円となり、前連結会計年度末716億1百万円と比較し53

億3百万円増加いたしました。流動資産は259億72百万円となり、6億58百万円減少いたしました。これは主に現金

及び預金、売掛金の減少、商品の増加によるものであります。固定資産は509億32百万円となり、59億62百万円増

加いたしました。これは主に㈱日産サティオ埼玉を新たに連結の範囲に含めたことに伴い土地、のれんが増加した

ためであります。

負債合計は596億74百万円となり、前連結会計年度末546億80百万円と比較し49億94百万円増加いたしました。流

動負債は450億38百万円となり、31億66百万円増加いたしました。これは主に㈱日産サティオ埼玉及びCCR MOTOR 

CO.LTD.等を新たに連結の範囲に含めたことに伴い48億17百万円増加したことと、短期借入金の増加、買掛金、未

払法人税等の減少によるものであります。固定負債は146億35百万円となり、18億27百万円増加いたしました。こ

れは主に長期借入金の増加によるものであります。

純資産合計は172億31百万円となり、前連結会計年度末169億21百万円と比較し3億9百万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

平成25年3月期 第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年5月11日付け「決算短

信」から変更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第１四半期連結会計期間より、㈱日産サティオ埼玉とCCR MOTOR CO.LTD.は、株式の取得により当社の子会社

となったため、連結の範囲に含めております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（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、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

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。

なお、この変更による当第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に与える

影響は軽微であります。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,639 4,628

受取手形及び売掛金 4,067 3,350

商品及び製品 7,149 9,205

仕掛品 330 299

原材料及び貯蔵品 53 61

その他 8,421 8,450

貸倒引当金 △29 △22

流動資産合計 26,631 25,972

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,331 17,228

減価償却累計額 △10,469 △10,851

建物及び構築物（純額） 5,861 6,377

機械装置及び運搬具 2,791 3,194

減価償却累計額 △1,485 △1,717

機械装置及び運搬具（純額） 1,306 1,477

土地 16,380 18,082

その他 6,287 6,643

減価償却累計額 △2,739 △3,116

その他（純額） 3,547 3,527

有形固定資産合計 27,096 29,463

無形固定資産

のれん 10,307 13,291

その他 618 689

無形固定資産合計 10,926 13,981

投資その他の資産

投資有価証券 5,119 5,155

その他 2,061 2,988

貸倒引当金 △234 △656

投資その他の資産合計 6,947 7,487

固定資産合計 44,970 50,932

資産合計 71,601 76,905
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,620 13,360

短期借入金 14,707 20,999

未払法人税等 1,865 281

賞与引当金 792 398

その他 9,886 9,999

流動負債合計 41,872 45,038

固定負債

社債 1,082 1,062

長期借入金 6,795 8,223

退職給付引当金 486 824

役員退職慰労引当金 427 353

資産除去債務 255 281

その他 3,760 3,890

固定負債合計 12,807 14,635

負債合計 54,680 59,674

純資産の部

株主資本

資本金 2,493 2,493

資本剰余金 1,035 1,032

利益剰余金 12,588 12,862

自己株式 △380 △232

株主資本合計 15,737 16,155

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 219 202

土地再評価差額金 38 37

為替換算調整勘定 △1 △62

その他の包括利益累計額合計 255 177

新株予約権 41 19

少数株主持分 887 878

純資産合計 16,921 17,231

負債純資産合計 71,601 76,905
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 19,593 26,345

売上原価 15,059 20,852

売上総利益 4,534 5,493

販売費及び一般管理費 3,412 4,222

営業利益 1,122 1,270

営業外収益

受取賃貸料 30 29

持分法による投資利益 27 47

その他 69 56

営業外収益合計 127 134

営業外費用

支払利息 127 136

為替差損 － 49

その他 35 49

営業外費用合計 163 235

経常利益 1,086 1,168

特別利益

投資有価証券売却益 1 2

事業譲渡益 1,307 －

助成金収入 1 1

負ののれん発生益 － 142

その他 8 0

特別利益合計 1,318 146

特別損失

減損損失 38 －

特別退職金 － 17

その他 47 12

特別損失合計 85 29

税金等調整前四半期純利益 2,318 1,285

法人税、住民税及び事業税 193 276

法人税等調整額 465 308

法人税等合計 658 584

少数株主損益調整前四半期純利益 1,660 700

少数株主利益 9 11

四半期純利益 1,650 689
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,660 700

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 △15

為替換算調整勘定 △0 △65

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △2

その他の包括利益合計 △4 △83

四半期包括利益 1,655 617

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,646 610

少数株主に係る四半期包括利益 8 6
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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１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６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 2,318 1,285

減価償却費 551 696

のれん償却額 187 226

負ののれん発生益 － △142

減損損失 38 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △426 △443

支払利息 127 136

事業譲渡損益（△は益） △1,307 －

売上債権の増減額（△は増加） △308 1,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △507 △1,015

仕入債務の増減額（△は減少） △1,985 △4,010

その他 △34 △49

小計 △1,352 △1,981

利息及び配当金の受取額 33 39

利息の支払額 △115 △140

法人税等の支払額 △2,417 △2,537

法人税等の還付額 － 2

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,851 △4,618

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 △292 △567

有形固定資産の売却による収入 133 353

投資有価証券の取得による支出 △42 △35

投資有価証券の売却による収入 57 32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △527

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 259

貸付けによる支出 △18 △8

貸付金の回収による収入 27 26

事業譲渡による収入 494 －

その他 △162 △126

投資活動によるキャッシュ・フロー 196 △594

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） 4,153 2,271

長期借入れによる収入 100 2,650

長期借入金の返済による支出 △1,200 △1,034

配当金の支払額 △273 △356

その他 △433 △324

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,346 3,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,310 △2,010

現金及び現金同等物の期首残高 6,352 6,579

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

7 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,049 4,568
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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23年４月１日 至 平成23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  その他は、グループ全社管理部門等であります。

2 セグメント利益又は損失の調整額は、すべてセグメント間取引消去であります。

3 セグメント利益又は損失は、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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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  その他は、グループ全社管理部門等であります。

2 セグメント利益又は損失の調整額は、すべてセグメント間取引消去であります。

3 セグメント利益又は損失は、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。

２.報告セグメントの変更等に関する事項

（1） 当第１四半期連結会計期間より、事業再編に伴い、報告セグメントを従来の「自動車販売関連事業」、

「環境関連事業」及び「住宅関連事業」の３区分から、「自動車販売関連事業」及び「住宅関連事業」の２

区分へ変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成した

ものを開示しております。

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

後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。

なお、この変更によるセグメント損益への影響は軽微であります。

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（単位：百万円）

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

住宅
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 18,877 408 307 19,593 － 19,593

セグメント間の内部売上高又

は振替高
15 0 159 176 △176 －

計 18,893 409 467 19,769 △176 19,593

セグメント利益又は損失（△） 1,124 △38 23 1,109 12 1,122

（単位：百万円）

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

住宅
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 25,806 502 37 26,345 － 26,345

セグメント間の内部売上高又

は振替高
18 20 158 197 △197 －

計 25,824 522 195 26,542 △197 26,345

セグメント利益又は損失（△） 1,326 △23 △35 1,267 3 1,270

（７）重要な後発事象

- 9 -

VTホールディングス㈱（7593） 平成25年3月期 第1四半期決算短信




