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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期

第２四半期連結
累計期間

第45期
第２四半期連結

累計期間
第44期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 （百万円） 34,569 37,137 72,507

経常利益 （百万円） 2,059 2,065 4,440

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,324 1,314 3,011

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,256 1,275 2,905

純資産額 （百万円） 33,080 35,162 34,420

総資産額 （百万円） 43,305 49,380 46,341

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 42.86 42.46 97.42

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 41.52 41.02 94.27

自己資本比率 （％） 75.8 70.5 73.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,310 398 4,486

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △337 △1,805 △1,617

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △530 1,104 351

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,232 9,707 10,010

 

回次
第44期

第２四半期連結
会計期間

第45期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 21.63 25.47

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

   　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）におけるわが国の経済は、政府の景気対

策の効果もあり雇用環境には改善が見られましたが、個人消費は力強さに欠け、中国の景気減速や新興国、資源国

の経済低迷など世界経済の下振れ懸念もあり、景気の先行きは不透明な状況です。

国内の自動車販売業界におきましては、第２四半期までの軽自動車を含む新車登録台数は、2,299千台（前年同

期比1.0％減少）となり、前年を下回る厳しい状況が続いております。一方、中古車登録台数（軽自動車を含む）

につきましては、3,173千台（同0.8％増加）となり、また外国メーカー車の新車登録台数は、144千台（同5.7％増

加）となりました。

このような状況のもと、当社グループの経営成績は、以下のとおりとなりました。

売上高は、前年同期に比べ2,568百万円増加（7.4％増加）の37,137百万円となりました。利益につきまして

は、営業利益は前年同期に比べ10百万円減少（0.5％減少）の2,019百万円、経常利益は前年同期に比べ６百万円増

加（0.3％増加）の2,065百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ９百万円減

少（0.7％減少）の1,314百万円となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。なお、営業利益合計と連結営業利益の差額は、主に報告セグ

メントに帰属しない持株会社に属するものであります。

①　国産車販売事業

　売上高は、前年同期に比べ1,168百万円増加（8.3％増加）の15,309百万円となりました。営業利益は、前年

同期に比べ301百万円増加（35.5％増加）の1,150百万円となりました。

②　輸入車ディーラー事業

　売上高は、前年同期に比べ1,399百万円増加（6.9％増加）の21,827百万円となりました。営業利益は、前年

同期に比べ257百万円減少（24.4％減少）の797百万円となりました。

（単位：百万円）

 

 

国産車販売事業 輸入車ディーラー事業

売上高 営業利益 売上高 営業利益

当第２四半期

連結累計期間
15,309  1,150  21,827  797  

前第２四半期

連結累計期間
　14,141  　848  　20,428  1,055  

　増減率 8.3 ％ 35.5 ％ 6.9 ％ △24.4 ％
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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303

百万円減少の9,707百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要

因は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果獲得した資金は398百万円（前年同期比912百万円減少）となりました。

　これは、主に法人税等の支払額927百万円やたな卸資産の増加額1,563百万円がありましたが、税金等調整前四

半期純利益2,065百万円と減価償却費604百万円を計上したことによるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果支出した資金は、1,805百万円（前年同期比1,468百万円増加）となりました。

　これは、主に有形固定資産取得のため1,802百万円支出したことによるものであります。

③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、1,104百万円（前年同期は530百万円の支出）となりました。

　これは、主に長期借入金返済のため1,062百万円、配当金支払のため618百万円支出しましたが、長期借入れに

より2,798百万円の収入があったことによるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 44,126,024 44,126,024
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 44,126,024 44,126,024 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成28年６月28日

新株予約権の数（個） 1,555（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 155,500（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １

新株予約権の行使期間
自 平成28年８月１日

至 平成58年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格     １

資本組入額     １（注）３

新株予約権の行使の条件

①当社の取締役の地位を喪失した日または当社子会社の

取締役または執行役員の地位を喪失した日（子会社の

取締役または執行役員を兼務している場合は、そのい

ずれの地位も喪失した日。執行役員については、その

地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日

とする。）のそれぞれの翌日から原則として10日間内

に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を

行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続

人は相続開始から３か月間に限り各募集新株予約権を

行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の

行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間

の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行

使できるものとする。

③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別

途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権

割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものとし、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後目的株式数＝調整前目的株式数×分割・併合の比率

　また、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う

場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて募集新株予約権の目

的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める募集新株予約権の目的である株式の数の調整

を行う。

３．会社計算規則第17条第１項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１に相当する額。ただし、１円未

満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
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４．組織再編行為時の取扱い

　当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る）、株式交換または株式移転（以上を総称して「組織再編

行為」という）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第

236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の

条件に基づきそれぞれ交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新設型再編においては設

立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株

予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

(1) 新株予約権の目的である株式の数または算定方法

　組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交

換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記（注）２．に準じて調整する。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法

　組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、上

記（注）２．に準じて調整する。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

　本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(4) 再編対象会社による新株予約権の取得事由

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式　
総数増減数
（株）

発行済株式　
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金　
増減額

（百万円）

資本準備金　
残高

（百万円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 44,126,024 － 6,321 － 6,439

 

（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈲ヤマサン 東京都町田市鶴間３丁目15－３ 11,884 26.93

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 2,754 6.24

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 2,032 4.61

井上　順子　 東京都町田市 1,284 2.91

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK

FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR

SUBPORTFOLIO)

（常任代理人　㈱三菱東京UFJ銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210

U. S. A.

 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

918 2.08

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 773 1.75

井上　恵博 東京都町田市 637 1.44

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505224

（常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業

部）

P. O. BOX 351 BOSTON，MA 02101

U. S. A.

（東京都港区港南２丁目15－１　品川イ

ンターシティA棟）

600 1.36

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY

SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

（常任代理人　㈱三菱東京UFJ銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210

U. S. A.

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

590 1.34

三井住友海上火災保険㈱ 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 508 1.15

計 － 21,984 49.82

（注）当社は自己株式13,139千株（所有割合29.78%）を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。

EDINET提出書類

株式会社ケーユーホールディングス(E02714)

四半期報告書

 8/22



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 13,139,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,980,500 309,805 －

単元未満株式 普通株式　　　5,724 － －

発行済株式総数 44,126,024 － －

総株主の議決権 － 309,805 －

　(注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義　
所有株式数
（株）

他人名義　
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有　
株式数の割合

（％）

㈱ケーユーホールディングス

東京都町田市

鶴間八丁目　

17番１号

13,139,800 － 13,139,800 29.78

計 － 13,139,800 － 13,139,800 29.78

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,000 9,707

受取手形及び売掛金 1,680 1,663

有価証券 10 －

商品及び製品 7,443 8,774

仕掛品 67 104

原材料及び貯蔵品 195 201

前払費用 128 198

繰延税金資産 327 384

その他 1,168 1,044

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 21,018 22,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,803 7,662

機械装置及び運搬具（純額） 1,481 1,477

工具、器具及び備品（純額） 88 112

土地 14,437 15,670

建設仮勘定 490 291

有形固定資産合計 23,301 25,214

無形固定資産 40 38

投資その他の資産   

投資有価証券 1,366 1,357

繰延税金資産 11 47

その他 610 659

貸倒引当金 △6 △10

投資その他の資産合計 1,981 2,054

固定資産合計 25,323 27,307

資産合計 46,341 49,380
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,995 1,928

1年内返済予定の長期借入金 1,032 1,603

未払金及び未払費用 624 745

未払法人税等 877 810

賞与引当金 364 360

その他 2,469 2,478

流動負債合計 7,364 7,927

固定負債   

長期借入金 2,986 4,672

繰延税金負債 1,030 1,058

資産除去債務 123 154

その他 416 404

固定負債合計 4,556 6,290

負債合計 11,920 14,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,321 6,321

資本剰余金 6,439 6,439

利益剰余金 25,827 26,514

自己株式 △4,720 △4,702

株主資本合計 33,868 34,574

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 278 239

その他の包括利益累計額合計 278 239

新株予約権 273 348

純資産合計 34,420 35,162

負債純資産合計 46,341 49,380
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 34,569 37,137

売上原価 27,899 29,917

売上総利益 6,669 7,220

販売費及び一般管理費 ※ 4,640 ※ 5,201

営業利益 2,029 2,019

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 8 9

受取地代家賃 24 30

保険返戻金 － 11

その他 25 25

営業外収益合計 60 77

営業外費用   

支払利息 14 11

賃貸費用 14 14

その他 2 4

営業外費用合計 31 30

経常利益 2,059 2,065

税金等調整前四半期純利益 2,059 2,065

法人税、住民税及び事業税 770 821

法人税等調整額 △35 △69

法人税等合計 735 751

四半期純利益 1,324 1,314

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,324 1,314
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 1,324 1,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67 △39

その他の包括利益合計 △67 △39

四半期包括利益 1,256 1,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,256 1,275

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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 2,059 2,065

減価償却費 486 604

受取利息及び受取配当金 △11 △10

支払利息 14 11

売上債権の増減額（△は増加） 277 45

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,715 △1,563

仕入債務の増減額（△は減少） 318 △75

その他 332 246

小計 1,762 1,325

利息及び配当金の受取額 10 10

利息の支払額 △14 △12

法人税等の還付額 281 1

法人税等の支払額 △730 △927

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,310 398

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △358 △1,802

無形固定資産の取得による支出 △2 △1

その他の収入 43 61

その他の支出 △20 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △337 △1,805

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300 2,798

長期借入金の返済による支出 △357 △1,062

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △462 △618

その他の支出 △10 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △530 1,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442 △303

現金及び現金同等物の期首残高 6,789 10,010

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,232 ※ 9,707

 

EDINET提出書類

株式会社ケーユーホールディングス(E02714)

四半期報告書

15/22



【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連

結会計期間から適用しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

販売諸掛 584百万円 653百万円

広告宣伝費 367 382

役員報酬 302 316

給与手当 1,334 1,423

賞与引当金繰入額 185 202

減価償却費 336 426

租税公課 222 261

賃借料 264 260

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 7,222百万円 9,707百万円

公社債投資信託（フリーファイナンシャル

ファンド）
10 －

現金及び現金同等物 7,232 9,707
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 462  15.00  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月６日

取締役会
普通株式 309  10.00  平成27年９月30日  平成27年12月８日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 618 20.0  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月11日

取締役会
普通株式 309 10.00  平成28年９月30日  平成28年12月８日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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：百万円）

 
国産車
販売事業

輸入車
ディーラー

事業
合計

売上高    

外部顧客への売上高 14,141 20,428 34,569

セグメント間の内部売
上高又は振替高

91 223 315

計 14,233 20,651 34,884

セグメント利益 848 1,055 1,904

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

                                                                 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,904

当社とセグメントとの内部取引消去額 617

セグメント間取引消去 2

全社費用（注） △494

四半期連結損益計算書の営業利益 2,029

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に属する一般管理費であります。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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：百万円）

 
国産車
販売事業

輸入車
ディーラー

事業
合計

売上高    

外部顧客への売上高 15,309 21,827 37,137

セグメント間の内部売
上高又は振替高

41 286 328

計 15,351 22,114 37,465

セグメント利益 1,150 797 1,948

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

                                                                 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,948

当社とセグメントとの内部取引消去額 635

セグメント間取引消去 4

全社費用（注） △569

四半期連結損益計算書の営業利益 2,019

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に属する一般管理費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却

方法の変更に関する実務上の取扱い」を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更がセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 42円86銭 42円46銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,324 1,314

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
1,324 1,314

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,891 30,959

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 41円52銭 41円02銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 1,000 1,089

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

平成28年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

中間配当による配当金の総額　　　　　　     309百万円

１株当たりの金額　　　　　　　　　　　      10円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成28年12月８日

（注）平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月14日

株式会社ケーユーホールディングス

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野島　　透　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 越智　一成　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケー

ユーホールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28

年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半

期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケーユーホールディングス及び連結子会社の平成28年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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