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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年4月期第3四半期 26,781 ― △268 ― △279 ― △230 ―
20年4月期第3四半期 28,066 34.9 322 63.5 332 45.2 160 157.5

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4月期第3四半期 △72.58 ―
20年4月期第3四半期 50.41 ―

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4月期第3四半期 14,898 3,693 24.8 1,161.04
20年4月期 13,875 4,001 28.8 1,257.73

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  3,693百万円 20年4月期  4,001百万円

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  

なお、平成21年４月期配当予想における数値については、記念配当５円を含んでおります。  

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4月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年4月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 13.00 13.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 39,000 4.1 70 △85.4 130 △74.5 55 △80.8 17.29

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

[（注）詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した連結業績予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通しであり、実際の業績等は今後の業況の変化により上記予想値と異なる場合が
あります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第3四半期  3,230,500株 20年4月期  3,230,500株
② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  49,021株 20年4月期  49,021株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第3四半期  3,181,479株 20年4月期第3四半期  3,181,487株
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【定性的情報・財務諸表等】 
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、米国発の金融危機が実体経済に波及するなか、輸出の

落ち込みや円高の進行により特に製造業の企業収益の減少が顕著となり、雇用・所得環境も一層厳しさを増

し、個人消費も減少に転じるなど、景気は急速に後退色を強めました。 

当社グループ事業を取り巻く環境は、ガソリン販売を中心とするＳＳ(サービスステーション)業界では、

原油価格の乱高下の影響を受けるのみに止まらず、消費者の購買動向にも影響を与え、省燃費車の普及など

を背景に需要の減退に歯止めがかからず、ガソリン価格下落後も消費の低迷が続くなど厳しい事業環境とな

りました。 

また、自動車販売業界におきましても、消費者マインドの悪化にともなう買い替えサイクルの長期化や新

車の買い控え、年頭から夏場までの燃料価格の高騰、若年層を中心とした自動車離れなど、急速に需要が後

退し、販売台数は国産車・輸入車共に前年同期実績を大幅に下回り、新車・中古車販売は共にかつてない厳

しい状況下に置かれました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、部門間のシナジー効果をさらに高める「進化した

ニュー・トータル・カーサービスの提供」による顧客接点及びビジネスチャンスの拡大を目指すとともに、「顧

客満足度の向上」による顧客の囲い込みに、グループを挙げて取り組んでまいりました。 

このような経営環境下において、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 26,781 百

万円と、前年同期間を４.６％下回るとともに、需要の低迷にともなう価格競争の激化により利益率の低下を

強いられたことに加えて、前連結会計年度に引き続き「のれん」の償却負担も重なった結果、営業損失は 268

百万円、経常損失は 279 百万円、四半期純損失は 230 百万円の計上を余儀なくされました。 

 

 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントごとの売上高は次のとおりであります。 

（カーライフサポート事業） 

 ガソリンを中心とした燃料油の販売事業、レンタカー事業及び車検整備事業を運営するカーライフサポー

ト事業部門の売上高は 13,040 百万円、営業利益は 95 百万円となりました。 

 ＳＳ部門では、原油価格が年度前半において高騰し、ガソリン店頭価格に反映し売上げの増加に寄与しま

したが、夏場以降の予想を上回る原油価格の下落により第３四半期の売上高は大幅に減少したことに加えて、

ＳＳ間の販売競争激化により仕入価格に連動する以上に店頭販売価格の改定が上昇時には遅行し、下降時に

は先行するという状況が恒常化して利益率の低下を強いられたことによるものです。 

（カービジネス事業） 

 ＢＭＷ車、フォード車及びジャガー車の３ブランドの輸入車正規ディーラーを中心に自動車販売事業を展

開するカービジネス事業部門の売上高は 13,420 百万円、営業損失は 205 百万円となりました。 

 輸入ブランド車の販売も、想定外の需要の落ち込みにより終始苦戦を強いられました。ＢＭＷ車では新車

種の投入があり、第２四半期において新設及び営業譲受により２店舗の増加を実現したものの、消費者マイ

ンドの冷え込みなど自動車需要の急速な後退も重なって、当連結累計期間における業績への寄与は限定的で

あったため、投資負担や開店経費等が先行し利益を圧迫しました。 

 加えて、フォード車及びジャガー車は新車種の投入も一段落し、ユーザーの低燃費車志向などの影響もあ

り新車販売は低調に推移したことなどによるものです。 

（不動産関連事業） 

 ビルメンテナンス事業及び不動産賃貸事業を行う不動産関連部門は引き続き堅調に推移し、売上高は 320

百万円、営業利益は 69 百万円となりました。 

 

（注）連結経営成績に関する定性的情報において、前年同期間との比較は「ご参考」として記載しておりま

す。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,023 百万円増加し 14,898 百

万円となりました。これは、輸入車を中心とした商品の増加を主要因として棚卸資産が 1,036 百万円、ディ
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ーラー店舗の新設及び譲受等により有形固定資産合計が 317 百万円増加する一方で、売掛債権が 601 百万円

減少したこと等によるものであります。 

一方、棚卸資産の増加及びディーラー店舗新設などの設備投資等にともない長短借入金が 1,598 百万円増

加し、仕入債務が 386 百万円減少するなどにより、負債合計は 1,331 百万円増加して 11,205 百万円となりま

した。 

純資産合計は、当第３四半期連結累計期間の業績を反映して 307百万円減少し 3,693百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 4.0 ポイント低下して 24.8％となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

107 百万円増加し 568 百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と

主な要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は 269 百万円となりました。 

  これは主に、売上債権の減少額 652 百万円及び減価償却費 384 百万円などの増加要因がありましたが、

税金等調整前四半期純損失を 278 百万円計上したこと、たな卸資産の増加額 542 百万円、仕入債務の減少

額 386 百万円及び法人税等の支払 98 百万円等があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は 1,113 百万円となりました。 

  これは主に、ディーラー店舗の新設並びに譲受及び車両を中心とした固定資産の取得による支出 1,222

百万円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果獲得した資金は 1,490 百万円となりました。 

  これは主に、短期借入金の純増加額 1,203 百万円、長期借入金（１年内返済予定を含む）の純増加額 394

百万円及び配当金の支払額 56 百万円、社債の償還による支出 32 百万円等があったことによるものです。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

 国内の景気は、世界同時不況の長期化懸念が現実味を帯びるなか、企業収益の更なる悪化や個人消費の低

迷などにより、後退感が一層強まるものと予想されます。 

 当社グループを取り巻く経営環境も、ガソリン価格が予想外に急反落したことによる販売価格及び数量に

対する不確定要因や消費者マインドの悪化による自動車需要の急速かつ大幅な後退に加え、環境及びエネル

ギー問題への対応など、自動車関連マーケットは、従来にも増して厳しくなるものと予想されますが、「ニュ

ー・トータルカーサービス」の提供によるビジネスチャンスの拡大と「顧客満足度の向上」への取組により、

集客力、販売力の強化を図るとともに、コスト全般の見直しによる原価及び経費削減施策の実施により、業

績改善への経営努力を継続してまいります。 

従って、現時点では平成 21 年４月期の通期業績予想につきましては、平成 20 年 12 月 15 日の第２四半期

決算短信にて発表した連結業績予想の修正は行っておりません。 

 なお、連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、今後様々な要因によって実際の連

結業績は予想数値と異なる場合があります。 

 

 

4. その他 

(1) 期中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) 

   該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価



㈱サンオータス(7623) 平成 21 年４月期第３四半期決算短信 

 4

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 定率法を採用している固定資産については、連結会計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。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

   ① 当連結会計年度より「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、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結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」(企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適

用し、評価基準については、原価法から原価法(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、これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 18,428

千円増加しております。 
     なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
   ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月

17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
     ただし、平成 20 年４月 30 日以前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
     なお、この適用による損益への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表
  （１）四半期連結貸借対照表

（単位 ： 千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 692,107 584,902

　　受取手形及び売掛金 1,626,341 2,227,421

    商品 3,886,417 2,874,312

　　貯蔵品 55,038 30,498

　　繰延税金資産 104,704 53,907

　　その他 878,779 773,172

　　貸倒引当金 △ 20,643 △ 20,826

　　流動資産合計 7,222,745 6,523,388

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,405,581 1,336,129

　　　土地 3,890,088 3,473,043

　　　その他（純額） 680,535 849,442

　　　有形固定資産合計 5,976,204 5,658,615

　　無形固定資産

　　　のれん 340,097 300,398

　　　その他 28,400 25,945

　　　無形固定資産合計 368,497 326,343

　　投資その他の資産

　　　差入保証金 894,649 884,243

　　　繰延税金資産 84,241 62,906

　　　その他 362,013 428,855

　　　貸倒引当金 △ 9,471 △ 9,172

　　　投資その他の資産合計 1,331,432 1,366,832

　　固定資産合計 7,676,134 7,351,791

　資産合計 14,898,880 13,875,180
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５．四半期連結財務諸表
  （１）四半期連結貸借対照表

（単位 ： 千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 1,235,185 1,621,711

　　短期借入金 6,326,976 5,122,993

    １年内返済予定の長期借入金 435,706 378,914

    １年内償還予定の社債 64,000 64,000

　　未払法人税等 5,069 80,173

    賞与引当金 58,109 122,535

　　その他 1,035,680 877,017

　　流動負債合計 9,160,726 8,267,344

　固定負債

　　社債 522,000 554,000

　　長期借入金 995,604 658,128

　　繰延税金負債 12,705 13,570

　　退職給付引当金 254,748 229,858

　　役員退職慰労引当金 70,614 64,076

　　その他 188,650 86,775

　　固定負債合計 2,044,323 1,606,409

　負債合計 11,205,049 9,873,754

純資産の部

　株主資本

　　資本金 411,250 411,250

　　資本剰余金 462,500 462,500

　　利益剰余金 2,844,703 3,132,896

　　自己株式 △ 27,060 △ 27,060

　　株主資本合計 3,691,392 3,979,586

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 2,437 21,840

　　評価・換算差額等合計 2,437 21,840

　純資産合計 3,693,830 4,001,426

負債純資産合計 14,898,880 13,875,180
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 　（２）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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日

  至 平成21年１月31日)
売上高 26,781,960

売上原価 22,430,138

売上総利益 4,351,822

販売費及び一般管理費 4,620,715

営業損失（△） △ 268,892

営業外収益

　受取利息 4,418

　受取配当金 2,899

　受取手数料 23,880

　その他 29,636

　営業外収益合計 60,835

営業外費用

　支払利息 67,040

　その他 3,915

　営業外費用合計 70,955

経常損失（△） △ 279,013

特別利益

　受取補償金 14,270

　補助金収入 30,175

　その他 1,035

　特別利益合計 45,480

特別損失

　固定資産売却損 1,152

　固定資産除却損 1,010

　減損損失 15,291

　会員権評価損 23,842

　その他 3,570

　特別損失合計 44,866

税金等調整前四半期純損失（△） △ 278,399

法人税、住民税及び事業税 12,589

法人税等調整額 △ 60,061

法人税等合計 △ 47,472

四半期純損失（△） △ 230,926
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日

  至 平成21年１月31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損失（△） △ 278,399

　減価償却費 384,669

　のれん償却額 70,096

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 116

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 64,426

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,890

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,537

　受取利息及び受取配当金 △ 7,318

　支払利息 67,040

　補償金収入 △ 14,270

　補助金収入 △ 30,175

　固定資産売却損益（△は益） 753

　固定資産除却損 1,010

　減損損失 15,291

　会員権評価損 23,842

　売上債権の増減額（△は増加） 652,327

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 542,690

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 386,941

　未収入金の増減額（△は増加） △ 115,595

　未払金の増減額（△は減少） 45,502

　その他 △ 3,449

　小計 △ 151,186

　利息及び配当金の受取額 7,318

  利息の支払額 △ 57,754

　補助金の受領額 30,175

　法人税等の支払額 △ 98,374

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 269,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の増減額（△は増加） △ 156

　有形固定資産の取得による支出 △ 1,108,144

　有形固定資産の売却による収入 10,470

　無形固定資産の取得による支出 △ 114,020

　投資有価証券の取得による支出 △ 720

　投資有価証券の売却による収入 110,018

　差入保証金の差入による支出 △ 48,516

　差入保証金の回収による収入 37,232

　長期貸付金の回収による収入 20,250

　その他 △ 20,396

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,113,983

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） 1,203,982

　長期借入れによる収入 700,000

　長期借入金の返済による支出 △ 305,732

　社債の償還による支出 △ 32,000

　リース債務の返済による支出 △ 18,440

　配当金の支払額 △ 56,956

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,490,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,048

現金及び現金同等物の期首残高 461,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 568,386
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
(4) 継続企業の前提に関する注記 
 
    該当事項はありません。 
 
(5) セグメント情報 
 
【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

 

 
 カーライフ
サポート事業

(千円) 

カービジネス
事業 
(千円) 

 不動産関連
事業 
(千円) 

計 
 

(千円) 

消去又は全社 
 

(千円) 

連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

13,040,903 13,420,173 320,883 26,781,900 ― 26,781,960

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

82,477 30,798 26,890 140,166 △140,166 ―

計 13,123,381 13,450,971 347,773 26,922,126 △140,166 26,781,960

営業利益又は営業損失（△) 95,440 △205,770 69,594 △40,735 △228,157 △268,892

(注) １ 事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な商品 

(1) カーライフサポート事業……石油商品販売、カー用品販売及びレンタカー等 

(2) カービジネス事業……………新車・中古車の販売等 

(3) 不動産関連事業………………ビルメンテナンス、不動産賃貸等 

   ３ 会計処理方法の変更 
     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
       「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１（１）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成 18 年７月５日）を適

用しております。 
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業費用は、カービ

ジネス事業が 18,428 千円増加し、営業損失が同額増加しております。なお、カービジネス事業以外の事業

については、セグメント情報に与える影響はありません。 
     （リース取引に関する会計基準） 
       「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１（２）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会

計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日

改正））を適用しております。なお、この変更に伴うセグメント情報に与える影響はありません。 
 
 

【所在地別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
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【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

該当事項はありません。 
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「参考資料」

前第３四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）中間連結損益計算書

Ⅰ 売上高 28,066,753

Ⅱ 売上原価 23,425,771

  売上総利益 4,640,982

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,318,037

  営業利益 322,945

Ⅳ 営業外収益 94,902

Ⅴ 営業外費用 85,357

  経常利益 332,489

Ⅵ 特別利益 1,045

Ⅶ 特別損失 53,385

  税引前当期純利益 280,149

  法人税等 119,770

  当期純利益 160,379

科目

前第３四半期

（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

金額(千円)
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