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（１）経営成績に関する説明

国内の新車販売市場は昨年9月のエコカー補助金終了後は盛り上がりに欠け、当連結会計年度におきましても前

年を下回る状況が続いておりますが、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にく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、財務体質の強化等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ておりましたが、

前連結会計年度からは財務内容を改善しつつ成長戦略としての本業分野のＭ＆Ａを再開いたしました。

当第1四半期連結累計期間におきましては、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の新規Ｍ＆

Ａはありませんでしたが、新車販売台数の落ち込みを中古車販売で補い、新車、中古車を合わせた自動車販売台数

は16,879台と、前年同期に比べ362台（2.2％）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25年4月1日から平成25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5.5％増）、営業利益は 百万円（前年同期比13.0％

増）、経常利益は 百万円（前年同期比18.6％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比8.5％増）とな

り、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。

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、ホンダ車の販売台数が1,361台（前年同期比17.0％減）、日産車の販売台数が3,663台（前年同期

比8.9％減）、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5,731台（前年同期比8.8％減）となりまし

た。

中古車部門では海外への輸出台数は2,238台（前年同期比11.0％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11,148台（前年同期比8.9％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、前年並みの収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271億90百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は14億11百万円（前年同期比6.4％増）

となりました。

[住宅関連事業]

当社グループでは「建築家と建てる家」をテーマに高級注文住宅を提供しており、市場ニーズの高まりとともに

受注棟数・竣工棟数は堅調に推移しております。

当連結会計年度におきましては、受注は各エリアとも好調に推移しており、また、業務の効率化や工事期間の短

縮等に注力し収益率の改善に努めてまいりました。

以上の結果、売上高は5億61百万円（前年同期比11.8％増）、営業利益は19百万円（前年同期は23百万円の営業

損失）となり、収益を改善することができました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

277億89 14億35

13億86 7億47
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（２）財政状態に関する説明

当第1四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

25億85百万円減少いたしました。流動資産は 百万円となり、9億93百万円減少いたしました。これは主に商

品、売掛金の減少、リース投資資産、現金及び預金の増加によるものであります。固定資産は 百万円とな

り、15億91百万円減少いたしました。これは主に土地の売却、のれんの償却による減少であります。

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27億98百万円減少いたしました。流

動負債は 百万円となり、25億6百万円減少いたしました。これは主に買掛金、未払法人税等の減少、短期借

入金、転リースに係るリース債務の増加によるものであります。固定負債は 百万円となり、2億92百万円減

少いたしました。これは主に長期借入金、リース債務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2億12百万円増加いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26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25年5月10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

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

該当事項はありません。

該当事項はありません。

769億25 795億10

263億98

505億26

555億54 583億53

405億67

149億86

213億70 211億57

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 4,244 4,749

受取手形及び売掛金 4,164 3,341

商品及び製品 10,380 8,925

仕掛品 311 292

原材料及び貯蔵品 53 63

その他 8,255 9,044

貸倒引当金 △18 △17

流動資産合計 27,392 26,398

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,581 17,535

減価償却累計額 △11,049 △11,141

建物及び構築物（純額） 6,532 6,394

機械装置及び運搬具 3,143 3,221

減価償却累計額 △1,880 △1,887

機械装置及び運搬具（純額） 1,262 1,333

土地 18,111 17,152

その他 8,126 8,067

減価償却累計額 △3,969 △4,137

その他（純額） 4,156 3,929

有形固定資産合計 30,062 28,810

無形固定資産

のれん 12,607 12,379

その他 665 656

無形固定資産合計 13,273 13,036

投資その他の資産

投資有価証券 5,346 5,335

その他 4,391 4,294

貸倒引当金 △955 △950

投資その他の資産合計 8,782 8,679

固定資産合計 52,118 50,526

資産合計 79,510 76,925
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（単位：百万円）

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

支払手形及び買掛金 12,994 9,377

短期借入金 16,463 18,634

未払法人税等 2,016 186

賞与引当金 810 383

その他 10,789 11,985

流動負債合計 43,074 40,567

固定負債

社債 1,250 1,230

長期借入金 8,168 7,980

退職給付引当金 740 802

役員退職慰労引当金 409 408

資産除去債務 286 287

その他 4,424 4,277

固定負債合計 15,279 14,986

負債合計 58,353 55,554

純資産の部

株主資本

資本金 2,493 2,493

資本剰余金 1,029 1,028

利益剰余金 16,488 16,621

自己株式 △134 △98

株主資本合計 19,876 20,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 261 255

土地再評価差額金 37 37

為替換算調整勘定 31 67

その他の包括利益累計額合計 330 359

新株予約権 12 7

少数株主持分 937 957

純資産合計 21,157 21,370

負債純資産合計 79,510 76,925
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

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 26,345 27,789

売上原価 20,852 21,972

売上総利益 5,493 5,816

販売費及び一般管理費 4,222 4,381

営業利益 1,270 1,435

営業外収益

受取賃貸料 29 30

持分法による投資利益 47 29

その他 56 42

営業外収益合計 134 101

営業外費用

支払利息 136 107

為替差損 49 3

その他 49 39

営業外費用合計 235 150

経常利益 1,168 1,386

特別利益

固定資産売却益 － 7

投資有価証券売却益 2 3

助成金収入 1 －

負ののれん発生益 142 －

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 0 －

特別利益合計 146 15

特別損失

固定資産除却損 3 12

特別退職金 17 －

事務所移転費用 － 7

その他 9 3

特別損失合計 29 23

税金等調整前四半期純利益 1,285 1,377

法人税、住民税及び事業税 276 206

法人税等調整額 308 393

法人税等合計 584 600

少数株主損益調整前四半期純利益 700 777

少数株主利益 11 29

四半期純利益 689 747
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

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 700 777

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15 △8

為替換算調整勘定 △65 34

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △0

その他の包括利益合計 △83 26

四半期包括利益 617 804

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 610 776

少数株主に係る四半期包括利益 6 27
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

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)

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 1,285 1,377

減価償却費 696 738

のれん償却額 226 227

負ののれん発生益 △142 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △443 △426

支払利息 136 107

売上債権の増減額（△は増加） 1,347 1,163

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,015 1,551

仕入債務の増減額（△は減少） △4,010 △3,626

その他 △49 406

小計 △1,981 1,515

利息及び配当金の受取額 39 74

利息の支払額 △140 △102

法人税等の支払額 △2,537 △2,652

法人税等の還付額 2 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,618 △1,164

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 △567 △454

有形固定資産の売却による収入 353 1,336

投資有価証券の取得による支出 △35 △8

投資有価証券の売却による収入 32 9

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 △8 △4

貸付金の回収による収入 26 17

その他 △126 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △594 853

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） 2,271 2,073

長期借入れによる収入 2,650 900

長期借入金の返済による支出 △1,034 △1,001

配当金の支払額 △356 △595

リース債務の返済による支出 △422 △551

その他 97 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,205 827

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,010 525

現金及び現金同等物の期首残高 6,579 4,184

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）

－ △20

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,568 4,689
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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。

Ⅱ 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  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、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。

該当事項はありません。

（４）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：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

（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 27,190 561 37 27,789 － 27,789

セグメント間の内部売上高又

は振替高
11 15 188 215 △215 －

計 27,202 577 225 28,004 △215 27,789

セグメント利益 1,411 19 1 1,432 2 1,435

（重要な後発事象）
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