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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第3四半期 3,231 ― 266 ― 297 ― 72 ―

20年3月期第3四半期 3,230 1.6 292 △42.4 306 △45.7 △92 ―

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

21年3月期第3四半期 266.57 ―

20年3月期第3四半期 △340.67 ―

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

21年3月期第3四半期 4,168 3,158 75.8 11,822.59
20年3月期 4,564 3,127 68.5 11,546.18

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,158百万円 20年3月期  3,127百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00
21年3月期 ― 100.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 100.00 200.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 4,506 5.3 372 5.2 430 17.7 260 ― 963.32

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  281,500株 20年3月期  281,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14,357株 20年3月期  10,666株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  270,239株 20年3月期第3四半期  271,681株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績はさまざまな要因によりこれらの業績予想とは異なる可能性がありま
す。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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「参考」 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 経営成績(会計期間) (平成20年10月1日～平成20年12月31日)

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 ％

21年3月期第3四半期 1,091 ― 74 ― 64 ― △20 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ―

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

21年3月期第3四半期 △76 30 ―

20年3月期第3四半期 ―  ―
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当第3四半期会計期間における日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安

により世界経済の同時減速が顕在化した結果、輸出が鈍化し、更に円高による影響を受け、景気の減速感

を一層強める状況となりました。 

このような状況のなか当社は、さらなる売上拡大、顧客満足度の向上を求め、既存の販売体制に固執す

ることなく、様々な取組みを行ってまいりました。具体的には、親会社であるVTホールディングス株式会

社グループ企業及び近隣の中古車販売ディーラーとの受託販売契約を行い、その契約社数及びWeb掲載量

は増加しております。これにより、高価格車輌のニーズに対して在庫リスクなく対応することが可能とな

りました。また、TRUST AUTOMOTIVE KOREAとの販売協力体制を強化し、当社が仕入れた左ハンドル車輌の

販売数が好調に推移したこともあり、今まで輸出量の少なかった左ハンドル車地域もマーケットに加え販

路の拡大を図ることができました。更に、各地域において現地中古車ディーラーとパートナーシップ契約

を締結し、車輌のB2B販売数が増加いたしました。 

この結果、経営成績は以下のとおりとなりました。 

上記施策により売上拡大に努めたものの、円高の影響により販売単価が低下し、売上高1,091百万円

となりました。 

経費削減を図ったものの、販売単価に伴って売上総利益率が低下し、営業利益74百万円となりまし

た。 

円高による為替差損等が発生し、経常利益64百万円となりました。 

世界的金融不安により証券市場が低迷し、保有有価証券の評価損が発生したため、当第3四半期純損

失20百万円となりました。 

  

(注) 平成21年3月期第1四半期及び第2四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年3月期第1四半

期決算短信(平成20年8月6日開示)及び第2四半期決算短信(平成20年11月6日開示)をご参照下さい。 

  

当第3四半期会計期間末における資産の残高は4,168百万円となりました。これは主に現金及び預金

(448百万円)、商品及び製品(419百万円)、土地(2,064百万円)によるものであります。 

当第3四半期会計期間末における負債の残高は1,010百万円となりました。これは主に1年内返済予定

の長期借入金(200百万円)、長期借入金(500百万円)によるものであります。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

(1) 売上高

(2) 営業利益

(3) 経常利益

(4) 四半期純利益

２．財政状態に関する定性的情報

(1) 資産

(2) 負債
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当第3四半期会計期間末における純資産の残高は3,158百万円となり、自己資本比率は75.8％となりま

した。 

  

中古車輸出業界におきましては、当第3四半期会計期間に引き続き円高の影響等により厳しい状況とな

ることが予想されます。このような状況のなか当社は、各地域において開催される企業展への出展等によ

り、当社の知名度を向上させるとともに、現地中古車ディーラーをはじめ個人顧客へのダイレクト販売を

行うことで売上の拡大を図ってまいります。また、Web広告の強化により、未開拓地域への販路の開拓を

行ってまいります。更に、現地中古車ディーラーとパートナーシップ契約を提携し、販売強化を図ってま

いります。なお、当第3四半期会計期間末における有価証券及び投資有価証券の評価損につきましては、

四半期洗替え法を採用するため、当事業年度末の時価により、特別損失の額が変動する場合、又は特別損

失を計上しない場合があります。 

これらの状況により、平成21年3月期業績予想につきまして、平成20年5月14日に発表いたしました数値

からの変更はございません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12

号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日

企業会計基準適用指針第14号)を第1四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号)を第1四半期会計期間から適用し、評価基準については、主として個別法による原価法から主とし

て個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。 

(3) 純資産

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 固定資産の減価償却費の算定方法

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 448,348 983,007

売掛金 72,367 43,551

有価証券 26,509 －

商品及び製品 419,621 428,629

原材料及び貯蔵品 4,501 4,048

その他 450,080 173,089

貸倒引当金 △4,334 △2,495

流動資産合計 1,417,095 1,629,830

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,064,413 2,064,413

その他（純額） 172,389 200,671

有形固定資産合計 2,236,802 2,265,085

無形固定資産 22,133 21,074

投資その他の資産   

破産更生債権等 508,996 510,628

その他 478,873 640,450

貸倒引当金 △495,526 △502,764

投資その他の資産合計 492,343 648,314

固定資産合計 2,751,279 2,934,474

資産合計 4,168,374 4,564,305

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,936 47,453

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 11,992 166,381

賞与引当金 7,672 9,267

その他 265,448 414,105

流動負債合計 510,049 837,206

固定負債   

長期借入金 500,000 600,000

固定負債合計 500,000 600,000

負債合計 1,010,049 1,437,206
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,349,000 1,349,000

資本剰余金 1,174,800 1,174,800

利益剰余金 1,185,592 1,167,661

自己株式 △552,694 △528,282

株主資本合計 3,156,697 3,163,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,626 △36,080

評価・換算差額等合計 1,626 △36,080

純資産合計 3,158,324 3,127,098

負債純資産合計 4,168,374 4,564,305
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,231,157

売上原価 2,414,751

売上総利益 816,405

販売費及び一般管理費 550,251

営業利益 266,154

営業外収益  

受取利息 11,948

受取配当金 4,757

受取賃貸料 64,719

その他 7,688

営業外収益合計 89,113

営業外費用  

支払利息 8,027

為替差損 19,975

不動産賃貸原価 26,016

その他 3,725

営業外費用合計 57,745

経常利益 297,522

特別利益  

固定資産売却益 1,400

貸倒引当金戻入額 11,407

助成金収入 6,197

特別利益合計 19,005

特別損失  

固定資産売却損 131

有価証券評価損 27,490

投資有価証券評価損 135,119

子会社整理損 18,314

その他 9,396

特別損失合計 190,452

税引前四半期純利益 126,075

法人税、住民税及び事業税 87,178

法人税等調整額 △33,143

法人税等合計 54,035

四半期純利益 72,039
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 【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,091,475

売上原価 830,561

売上総利益 260,914

販売費及び一般管理費 186,086

営業利益 74,827

営業外収益  

受取利息 2,122

受取配当金 1,590

受取賃貸料 21,573

その他 2,067

営業外収益合計 27,353

営業外費用  

支払利息 2,452

為替差損 24,801

不動産賃貸原価 8,639

その他 1,304

営業外費用合計 37,198

経常利益 64,982

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,407

投資有価証券評価損戻入益 2,964

子会社株式評価損戻入益 15,930

助成金収入 2,065

特別利益合計 30,368

特別損失  

投資有価証券評価損 102,841

子会社整理損 18,314

その他 7,099

特別損失合計 128,255

税引前四半期純損失（△） △32,904

法人税、住民税及び事業税 1,627

法人税等調整額 △13,975

法人税等合計 △12,348

四半期純損失（△） △20,556
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当第3四半期会計期間(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第3四半期累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) 

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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前四半期損益計算書 

 
  

「参考」

当第3四半期累計期間
(自 平成19年4月1日 

    至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,230,285 100.0

Ⅱ 売上原価 2,365,686 73.3

   売上総利益 864,598 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 572,351 17.7

   営業利益 292,247 9.0

Ⅳ 営業外収益 53,003 1.6

Ⅴ 営業外費用 38,266 1.1

   経常利益 306,984 9.5

Ⅵ 特別利益 52,667 1.7

Ⅶ 特別損失 510,618 15.8

      税引前第3四半期純損失 △150,966 △4.6

   法人税、住民税及び事業税 1,020

   法人税等調整額 △59,425 △58,405 △1.8

   第3四半期純損失  △92,561 △2.8
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