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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、金融緩和政策などによる経済対策の効果により、個人消費

を含めた国内需要が徐々に高まりを見せ、景気が回復傾向を見せております。一方で、世界経済は、一部の国で景

気は回復傾向が見られるものの、米国やユーロ圏が財政問題を抱え、また、新興各国経済の減速が懸念されるな

ど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループが属する自動車業界は、新車市場における国内の新車登録台数は、前年同期を下回るものの、年明

けからの新車投入の効果にも支えられ、堅調に推移いたしました。中古車市場では、良質な中古車の供給は減少

し、その結果オートオークションにおける取引件数は前年同期に比べ減少しましたが、取引相場は前年同期に比べ

回復基調となり、底堅く推移しました。 

 このような環境の中で、当社グループは、利益率を重視した事業方針を継続し、効率的な事業運営を推進してま

いりました。中古車買取事業においては、店舗間のリレーションの強化、社員教育の徹底などに努めた結果、取引

台数は増加し、売上高は前年同期を大幅に上回りました。また、販売管理費においては、社員数の増加に伴う人件

費や地代家賃の増加はあったものの、コスト削減の徹底を図り、前年を下回る水準に抑制する事が出来た結果、営

業利益は前年同期を大きく上回りました。 

  以上の結果、売上高は 百万円（前年同期比22.0％増）、売上総利益は 百万円（前年同期比12.3％

増）、営業利益は 百万円（前年同期比155.9％増）、経常利益は 百万円（前年同期比155.3％増）、四半期純

利益は 百万円（前年同期比180.1％増）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,100百万円となり、前連結会計年度末と比べ、392百万円増加い

たしました。その主な要因は、現金及び預金の増加853百万円、受取手形及び売掛金の減少376百万円、商品の減少

84百万円などによるものであります。 

 負債合計は、1,898百万円となり、前連結会計年度末と比べ、165百万円減少いたしました。主な要因といたしま

しては、閉鎖店舗引当金の減少83百万円、未払金の減少40百万円などによるものであります。 

 純資産は6,201百万円となり、前連結会計年度末に比べ、557百万円増加いたしました。主な要因といたしまして

は、四半期純利益を544百万円計上したことによります。この結果、自己資本比率は76.5％（前連結会計年度末は

73.2％）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ853百万円増加し、残高は

2,763百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（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は633百万円であり、売上債権の減少376百万円、たな卸資産の減少84百万円などのプ

ラス要因と、未払費用の減少97百万円、閉鎖店舗引当金の減少83百万円、法人税等の支払82百万円などのマイナス

要因により、結果として887百万円のプラスとなりました（前年同期は３百万円のマイナス）。 

  

（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20百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円、敷金及び保証金の支払によ

る支出10百万円などのマイナス要因により、結果として37百万円のマイナスとなりました（前年同期は18百万円の

マイナス）。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 新株予約権発行による収入２百万円のプラス要因により、２百万円のプラスとなりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

16,703 3,480

648 658

544
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  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月８日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました予

想数値を据え置いております。今後、自動車業界の動向を含め、合理的な業績予測が可能になった段階で、修正す

る必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

   

（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。   

   

   

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：千円）

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,915,167 3,768,183 

受取手形及び売掛金 1,135,760 759,168 

商品 2,302,629 2,218,156 

貯蔵品 2,532 2,291 

繰延税金資産 230,066 230,066 

その他 149,163 153,489 

貸倒引当金 △541 △541 

流動資産合計 6,734,777 7,130,813 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 901,129 881,162 

減価償却累計額 △621,032 △632,191 

建物及び構築物（純額） 280,096 248,971 

その他 138,493 142,407 

減価償却累計額 △96,952 △104,753 

その他（純額） 41,541 37,653 

有形固定資産合計 321,637 286,625 

無形固定資産   

その他 32,503 43,600 

無形固定資産合計 32,503 43,600 

投資その他の資産   

投資有価証券 62,624 77,701 

破産更生債権等 6,823,086 6,823,086 

差入敷金保証金 544,874 550,575 

その他 7,994 7,606 

貸倒引当金 △6,819,936 △6,819,936 

投資その他の資産合計 618,643 639,034 

固定資産合計 972,784 969,259 

資産合計 7,707,561 8,100,073 
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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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 565,869 563,034 

未払金 338,863 298,344 

未払法人税等 81,770 91,840 

閉鎖店舗引当金 293,426 210,413 

製品保証引当金 35,786 34,445 

その他 580,177 528,610 

流動負債合計 1,895,893 1,726,688 

固定負債   

預り保証金 4,550 4,550 

繰延税金負債 18,150 22,266 

資産除去債務 144,753 144,730 

その他 259 259 

固定負債合計 167,713 171,806 

負債合計 2,063,607 1,898,495 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,447,805 14,447,805 

資本剰余金 7,555,702 7,555,702 

利益剰余金 △16,353,425 △15,809,056 

自己株式 △3,753 △3,753 

株主資本合計 5,646,328 6,190,697 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,212 8,250 

その他の包括利益累計額合計 △2,212 8,250 

新株予約権 － 2,602 

少数株主持分 △162 26 

純資産合計 5,643,954 6,201,577 

負債純資産合計 7,707,561 8,100,073 
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 13,694,985 16,703,954 

売上原価 10,597,292 13,223,725 

売上総利益 3,097,693 3,480,228 

販売費及び一般管理費 2,844,233 2,831,586 

営業利益 253,459 648,642 

営業外収益   

受取利息 348 4,268 

受取配当金 341 1,733 

受取手数料 1,975 1,802 

受取保証料 848 1,251 

雑収入 2,896 4,207 

営業外収益合計 6,409 13,262 

営業外費用   

支払利息 14 178 

支払保証料 793 2,210 

修理費 919 852 

雑損失 290 469 

営業外費用合計 2,017 3,710 

経常利益 257,851 658,194 

特別利益   

固定資産売却益 999 － 

特別利益合計 999 － 

特別損失   

固定資産除却損 351 － 

投資有価証券評価損 － 444 

訴訟和解金 26,000 － 

減損損失 12,874 24,280 

特別損失合計 39,226 24,724 

税金等調整前四半期純利益 219,624 633,470 

法人税、住民税及び事業税 28,011 89,854 

法人税等調整額 △2,414 △942 

法人税等合計 25,597 88,911 

少数株主損益調整前四半期純利益 194,027 544,558 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △334 189 

四半期純利益 194,361 544,368 
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 194,027 544,558 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 10,462 

その他の包括利益合計 － 10,462 

四半期包括利益 194,027 555,020 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 194,361 554,830 

少数株主に係る四半期包括利益 △334 189 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９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 219,624 633,470 

減価償却費 44,483 37,644 

減損損失 12,874 24,280 

のれん償却額 482 － 

閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) △133,392 △83,013 

投資有価証券評価損益（△は益） － 444 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,304 △1,340 

受取利息及び受取配当金 △689 △6,001 

支払利息 14 178 

有形固定資産売却損益（△は益） △999 － 

有形固定資産除却損 351 － 

売上債権の増減額（△は増加） 112,054 376,592 

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,516 84,714 

仕入債務の増減額（△は減少） △63,388 △2,834 

未払金の増減額（△は減少） △89,269 △45,722 

未払費用の増減額（△は減少） △4,104 △97,786 

前受金の増減額（△は減少） 3,322 5,795 

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,314 43,277 

その他 20,781 △3,075 

小計 89,043 966,623 

利息及び配当金の受取額 689 1,990 

利息の支払額 △14 △178 

法人税等の還付額 － 1,347 

法人税等の支払額 △93,579 △82,144 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,860 887,638 

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 △20,897 △20,024 

有形固定資産の売却による収入 1,000 － 

無形固定資産の取得による支出 － △10,500 

敷金及び保証金の差入による支出 △7,931 △10,627 

敷金及び保証金の回収による収入 10,282 3,926 

連結子会社株式の追加取得に伴う支出 △1,410 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,956 △37,225 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の発行による収入 － 2,602 

財務活動によるキャッシュ・フロー － 2,602 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,817 853,015 

現金及び現金同等物の期首残高 3,528,608 1,910,165 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,505,791 2,763,180 
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

   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）

（重要な後発事象）
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