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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12月期第３四半期  23,433  28.2  578  －  41  －  74  －

24年12月期第３四半期  18,277  △14.8  △108  －  △313  －  △198  －

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 366百万円（ ％） －   24年12月期第３四半期 △296百万円（ ％） －

  
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12月期第３四半期  596.65  －

24年12月期第３四半期  △1,592.94  －

  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12月期第３四半期  22,870  5,193  22.0  40,423.02

24年12月期  19,491  4,829  23.3  36,470.47

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 5,037百万円   24年12月期 4,544百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年12月期  － 0.00 －    

25年12月期（予想）      0.00  0.00

（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12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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  28,563  18.4  835  －  565  －  163  －  1,308.04

（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： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

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12月期３Ｑ 124,614株 24年12月期 124,614株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ －株 24年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 124,614株 24年12月期３Ｑ 124,614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財務諸表の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き四半期財務諸表のレビュー手続は完了しております。

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

意事項については、添付資料Ｐ２「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

ご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の経済・金融政策「アベノミクス」の影響による輸出

関連企業の収益改善、個人消費の改善など、景気は回復基調である一方、円安による原材料・エネルギー価格の上

昇、欧州の経済不安の長期化、米国の政府債務上限問題及び新興国の経済成長鈍化等の景気下振れリスクのため、先

行き不透明感を拭いきれない状況となっております。 

このような状況の中、当社グループは、従来と同様、自動車市場の拡大が見込まれる中華人民共和国（以下「中

国」という）を中心に東南アジア諸国およびその周辺国において、主に欧州メーカーブランドの商品によって多国間

の貿易ルートを確保することにより自動車市場の流通の活性化と収益拡大に努めてまいりました。 

上記の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は 百万円（前年同四半期比28.2％増）、営

業利益は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業損失）、経常利益は為替差益 百万円を計上したこと等により

百万円（前年同四半期は 百万円の経常損失）、四半期純利益は投資有価証券売却益 百万円を計上したこと等

により 百万円（前年同四半期は 百万円の四半期純損失）となりました。  

  
 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①日本 

日本国内における中古買取・販売事業につきましては、当第３四半期連結累計期間末の「アップル」フランチャ

イズ店舗数は211店（前連結会計年度末は204店舗）となりました。 

また、主に東南アジア諸国を中心とした中古車輸出事業を手掛ける当セグメントは、為替相場が急速に円安に進

んだことが好影響となり、売上高は前年同期と比較し 百万円増収となりました。また、１台あたりの利益額も

改善されつつあります。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は 百万円(前年同期比29.4％増)、営業利益は 百万円（前年同期は８

百万円の営業損失）となりました。 

  

②中国 

 中国汽車工業協会が平成25年10月11日に公表した１～９月の新車販売台数累計は、前年同期比14.0%増の1,284万

9,300台となりました。 

なお、当社の主力商品であるメルセデスベンツについては、ダイムラーが平成25年10月に公表した中国国内の販

売台数は１～９月の新車販売台数累計は前年同期比7.9%増の15万5,906台となりました。中国国内における自動車市

場は競争の激しい環境にあるものの、全体的には当社の主力商品の販売は堅調であると思われます。 

中国国内における新車関連事業を手掛ける当セグメントは、販売台数は前年同期比11.1%増となり、1台あたりの

販売単価及び利益額は前年同期と比べ改善しました。加えて、前年同期に比べ広告宣伝費等の販売費が減少したこと

から、前年同期と比較し増収増益となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は 百万円（前年同期比27.5％増）、営業利益は 百万円（前年同期

は 百万円の営業損失）となりました。 

   

（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、前連結会計年度末（平成24年12月末）と比較して 百万円
増加して 百万円となりました。 

これは、現金及び預金が 百万円増加、商品及び製品が 百万円増加したこと等によるものであります。 
 負債は、前連結会計年度末と比較して 百万円増加して 百万円となりました。 

これは、支払手形及び買掛金が 百万円増加、短期借入金が 百万円増加したこと等によるものでありま
す。 

純資産は、前連結会計年度末と比較して364百万円増加して 百万円となり、自己資本比率は22.0％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12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年２月19日発表の業績予想から変更はありませ

ん。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

23,433

578 108 55

41 313 128

74 198

1,988

8,747 313

14,685 265

100

3,378
22,870

619 941
3,014 17,676

1,307 1,452

5,193
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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 

当該事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、税引前四半期純利益に法定実効税率を乗じて計算しております。   

   

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,507,486 11,127,017

売掛金 1,385,393 2,192,871

商品及び製品 2,675,190 3,617,004

原材料及び貯蔵品 768 727

その他 2,511,784 3,329,671

貸倒引当金 △409,164 △428,949

流動資産合計 16,671,459 19,838,342

固定資産   

有形固定資産 774,400 872,825

無形固定資産 33,433 28,809

投資その他の資産   

長期営業債権 1,948,379 1,911,284

長期滞留債権 1,708,583 1,757,074

その他 1,685,406 1,888,734

貸倒引当金 △3,329,975 △3,426,831

投資その他の資産合計 2,012,394 2,130,261

固定資産合計 2,820,228 3,031,896

資産合計 19,491,687 22,870,238

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 989,314 2,297,126

短期借入金 11,438,702 12,890,784

1年内返済予定の長期借入金 117,144 110,920

未払法人税等 146,298 133,375

その他 1,593,882 1,957,151

流動負債合計 14,285,341 17,389,358

固定負債   

長期借入金 305,337 218,441

退職給付引当金 1,594 1,535

役員退職慰労引当金 12,439 14,352

その他 57,537 53,051

固定負債合計 376,909 287,379

負債合計 14,662,251 17,676,738
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,816,489 4,816,489

資本剰余金 165,687 165,687

利益剰余金 △522,747 △448,397

株主資本合計 4,459,429 4,533,779

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,317 －

為替換算調整勘定 60,985 503,494

その他の包括利益累計額合計 85,302 503,494

少数株主持分 284,704 156,226

純資産合計 4,829,436 5,193,500

負債純資産合計 19,491,687 22,870,238
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 18,277,979 23,433,381

売上原価 16,755,737 21,055,807

売上総利益 1,522,241 2,377,573

販売費及び一般管理費 1,631,227 1,798,713

営業利益又は営業損失（△） △108,985 578,860

営業外収益   

受取利息 6,824 39,346

受取手数料 10,006 15,446

保険代行収入 17,607 27,833

為替差益 10,766 55,990

営業権譲渡益 104,761 －

その他 34,234 24,985

営業外収益合計 184,201 163,603

営業外費用   

支払利息 233,561 455,720

持分法による投資損失 53,050 162,642

貸倒引当金繰入額 96,638 －

その他 5,590 82,676

営業外費用合計 388,840 701,039

経常利益又は経常損失（△） △313,624 41,424

特別利益   

固定資産売却益 275 244

関係会社株式売却益 17,099 －

投資有価証券売却益 － 128,835

特別利益合計 17,374 129,080

特別損失   

固定資産売却損 31,475 49,136

その他 234 9

特別損失合計 31,709 49,146

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△327,959 121,358

法人税等 45,676 206,558

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △373,636 △85,199

少数株主損失（△） △175,133 △159,550

四半期純利益又は四半期純損失（△） △198,502 74,350
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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損失（△） △373,636 △85,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 108,406 △24,317

為替換算調整勘定 △9,475 440,953

持分法適用会社に対する持分相当額 △22,287 34,629

その他の包括利益合計 76,643 451,266

四半期包括利益 △296,993 366,066

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △72,381 492,542

少数株主に係る四半期包括利益 △224,611 △126,475
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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３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年９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  

                                  （単位：千円）   

（注）セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年９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  

                                  （単位：千円）   

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント  

合計 
日本 中国 

 売上高 

  外部顧客への売上高 

  

 6,758,881

  

 11,519,097  18,277,979

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ―  ―  ―

計  6,758,881  11,519,097  18,277,979

 セグメント損失（△）  △8,983  △100,001  △108,985

  
報告セグメント  

合計 
日本 中国 

 売上高 

  外部顧客への売上高 

  

 8,747,613

  

 14,685,768  23,433,381

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ―  ―  ―

計  8,747,613  14,685,768  23,433,381

 セグメント利益  313,724  265,136  578,860
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