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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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（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２四半期  25,159  6.4  1,420  0.7  1,467  1.1  901  △0.9

24年３月期第２四半期  23,641  8.6  1,410  34.0  1,451  32.8  909  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 885百万円（ ％） △3.6   24年３月期第２四半期 918百万円 （ ％） －

  
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２四半期  58.52  57.40

24年３月期第２四半期  57.54  56.73

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  32,345  26,950  82.9

24年３月期  32,094  26,219  81.4

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 26,829百万円   24年３月期 26,120百万円 

  
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３月期  － 6.50 － 11.50  18.00

25年３月期  － 10.00     

25年３月期（予想）     － 10.00  20.00

（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、対前期増減率）

  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 

通期  47,000  △5.0  2,400  △17.8  2,480  △17.7  1,530  △28.8  99.30

（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 

  

  

  

 

  

（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： 無

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ３.「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・会計上の見積り
の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 23,063,012株 24年３月期 23,063,012株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 7,655,581株 24年３月期 7,655,543株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 15,407,443株 24年３月期２Ｑ 15,807,578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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

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、添付資料Ｐ.２「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」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要に支えられ、緩やかながら回復

基調となりましたが、円高の長期化や欧州債務危機による世界景気の減速により、景気の先行きは不透明な状況で

推移しました。 

自動車販売業界におきましては、東日本大震災で冷え込んだ昨年の販売の反動増に加え、エコカー補助金の効

果もあり、国産新車販売は大幅な増加となりました。また、中古車販売台数は７年ぶりに前年同期を上回りまし

た。当第２四半期連結累計期間の新車の総販売台数（登録車と軽自動車の販売台数合計）は、2,590千台（前年同

期比33.5％増加）となりました。一方、中古車登録台数は3,276千台と前年同期比で7.6％の増加となりました。ま

た、外国メーカー車の新車販売台数は、115千台（前年同期比9.9％増加）となりました。このような状況下、当社

グループの経営成績は、以下のとおりとなりました。 

売上高は、前年同期に比べ1,517百万円増加の 百万円（前年同期比6.4％増加）となりました。利益につ

いては、営業利益は前年同期に比べ９百万円増加の 百万円（同0.7％増加）、経常利益は前年同期に比べ16百

万円増加の 百万円（同1.1％増加）となりました。四半期純利益は、前年同期に比べ７百万円減少の 百万

円（同0.9％減少）となりました。 

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

① 国産車販売事業  

 売上高は、前年同期に比べ827百万円増加の11,576百万円（前年同期比7.7％増加）となりました。営業利益

は、前年同期に比べ90百万円減少の560百万円（同13.9％減少）となりました。 

② 輸入車ディーラー事業  

 売上高は、前年同期に比べ690百万円増加の13,583百万円（前年同期比5.4％増加）となりました。営業利益

は、前年同期に比べ116百万円増加の646百万円（同21.9％増加）となりました。 

（単位：百万円）  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ251百万円増加して 百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が884百万円、売掛金が176百万円減少しましたが、有形固定資産が1,231百

万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ479百万円減少して 百万円となりました。これは主に、買掛金が268百万

円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ730百万円増加して 百万円となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月14日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

25,159

1,420

1,467 901

  

  

国産車販売事業  輸入車ディーラー事業 

売上高  営業利益  売上高  営業利益  

  

当第２四半期 

連結累計期間 

    

 11,576   560  13,583  646  

前第２四半期 

連結累計期間 
  10,749    650   12,892   530  

 増減率  7.7 ％  △13.9 ％  5.4 ％  21.9 ％ 

32,345

5,395

26,950
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。    

（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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 これによる損益に与える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
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,101 5,216

受取手形及び売掛金 1,209 1,032

有価証券 161 157

商品及び製品 4,948 5,172

仕掛品 36 50

原材料及び貯蔵品 145 141

前払費用 119 180

繰延税金資産 227 195

その他 687 557

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 13,633 12,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,494 6,410

機械装置及び運搬具（純額） 785 690

工具、器具及び備品（純額） 72 63

土地 9,860 11,279

建設仮勘定 4 5

有形固定資産合計 17,217 18,449

無形固定資産 38 35

投資その他の資産   

投資有価証券 528 503

繰延税金資産 24 23

その他 674 654

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 1,204 1,159

固定資産合計 18,460 19,643

資産合計 32,094 32,345
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,558 1,290

1年内返済予定の長期借入金 6 6

未払金及び未払費用 532 514

未払法人税等 683 504

賞与引当金 230 207

資産除去債務 － 6

その他 999 1,026

流動負債合計 4,010 3,556

固定負債   

長期借入金 100 97

繰延税金負債 1,264 1,236

資産除去債務 68 77

その他 431 427

固定負債合計 1,864 1,839

負債合計 5,875 5,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,321 6,321

資本剰余金 6,439 6,439

利益剰余金 18,759 19,484

自己株式 △5,479 △5,479

株主資本合計 26,041 26,766

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78 63

その他の包括利益累計額合計 78 63

新株予約権 98 121

純資産合計 26,219 26,950

負債純資産合計 32,094 32,345
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 23,641 25,159

売上原価 18,931 20,173

売上総利益 4,709 4,985

販売費及び一般管理費 3,299 3,565

営業利益 1,410 1,420

営業外収益   

受取利息 6 9

受取配当金 10 8

受取地代家賃 25 25

その他 20 28

営業外収益合計 62 71

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸費用 14 14

その他 5 7

営業外費用合計 21 23

経常利益 1,451 1,467

税金等調整前四半期純利益 1,451 1,467

法人税、住民税及び事業税 515 551

法人税等調整額 25 14

法人税等合計 541 565

少数株主損益調整前四半期純利益 909 901

四半期純利益 909 901
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 909 901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 △15

その他の包括利益合計 9 △15

四半期包括利益 918 885

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 918 885

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱ケーユーホールディングス（9856）平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はありません。  

 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
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