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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
①国内中古車市場の背景（平成30年4月～9月） 

●中古車登録台数2,729,812台 
※ 前年同期2,738,469台 （前年同期比：99.7％） 

 少子高齢化、若者の車離れ、カーシェアリングの普及、買い替えサイクルの 

 長期化など、国内の中古車市場は厳しい環境が続く。 

 中古車の輸出市場は、輸出台数・輸出金額ともに、増加傾向。 

出所：中古車登録台数の出典は日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会 

●中古車輸出台数、中古車輸出金額 

 566,175台        324,832百万円 
※ 前年同期 536,975台       ※前年同期 287,715百万円 

 （前年同期比：105.4％）         （前年同期比：112.9％） 

 出所：中古車輸出台数の出典は財務省貿易統計 

補足説明 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
②貸借対照表 

平成31年3月期 

第2四半期 

平成30年3月期 

 
前年末比 

流動資産 5,766 6,134   94.0％ 
固定資産 1,693 1,688 100.2％ 
総資産 7,459 7,823 95.3％ 
流動負債 1,533 1,489 102.9％ 
固定負債 441 499 88.3％ 
純資産 5,485 5,834 94.0％ 
負債・純資産合計 7,459 7,823 95.3％ 

（単位：百万円） 

 自己資本率は71.1％と前期末の値（71.8％）をほぼ維持。 

 有利子負債比率は4.8％で0.4％改善。 

 強固な財務体質を維持。 

補足説明 



 売 上 高： 小売販売に特化した営業施策より、小売台数は前年同期比10.7％増加。 

             従業員一人当たり売上高0.5％改善。 

 販売管理費：将来の成長の為の投資としてPicknBuy24.comのリニューアル移行に伴う経費 

        並びに先行投資が倍増。しかしながら全体では業務の効率化を推し進め、 

           前年同期比290百万円削減。 

 当期純利益：スクラップアンドビルドを推し進めたことによる経費計上。さらに、西日本を中心に 

                    発生した豪雨等により、店舗・設備及び商品在庫が被害を受け、特別損失を計上。 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
③損益計算書 

平成31年3月期 

第2四半期 

平成30年3月期 

第2四半期 
前年同期比 

売上高 10,486 12,255 85.6％ 
売上原価 8,390 9,786 85.7％ 
売上総利益 2,095 2,468 84.9％ 
販売管理費 2,295 2,585 88.8％ 
営業利益 ▲199 ▲116 ー 
経常利益 ▲182 ▲106 ー 
当期純利益 ▲238 ▲135 ー 

（単位：百万円） 

補足説明 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
④キャッシュ・フロー計算書 

《補足説明》 

 営業CF ：税金等調整前当期純損失187百万円。売上債権403百円の増加、法人税等の支払額160百万  

        円、仕入債務137百万円の減少等のマイナス要因により減少 

 投資CF ：定期預金の払戻による収入700百万円、敷金及び保証金の回収による収入90百万円等のプラス 

        要因により増加 

 財務CF ：自己株式取得による支出958百万円、長期借入金の返済による支出169百万円等のマイナス要 

                因により減少 

平成30年3月期 

第2四半期 

平成29年3月期第 

2四半期 

営業活動によるキャッシュ・フロー 368 983 
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲36 1 
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲128 ▲270 
現金及び現金同等物の期末残高 2,583 2,985 

（単位：百万円） 

 

 営業のCFは、売上債権・たな卸資産の減少558百万円等、結果として368百
万円の収入となっている。 

 投資CFは、将来的な成長に向けたPicknBuy24.comリニューアル投資等の支出
22百万円に加え、結果として36百万円の支出となっている。 

 財務CFは、配当金の支払78百万円、長期借入金の返済による支出50百万円
等により、結果として128百万円の支出となっている。 
  

補足説明 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況 
⑤店舗数 

 

平成３０年９月末現在、全国に５１店舗を展開中。 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況  
⑨トピックス-1 

平成30年４月よりスタート 

国内初のグローバル 

中古車フリーマーケットサイトオープン 

平成30年６月よりスタート 

 テレビショッピング形式 

 「ピッカピ・カーショッピング」放送中！ 

平成30年７月よりスタート 

           手軽に気軽に。 

「カーチス カーリースまるのり」開始 

平成30年８月よりスタート 

 「カーチス＆カーベル倶楽部」発足 

        ＢtoＢ取引の拡大 

平成30年４月よりスタート 

                         

良質な車輌・選ぶ楽しさ・乗る楽しさ 

平成30年８月よりスタート 

カーチス×カーベル カーチス×オートバックスセブン 

アガスタ×エスビーティー アガスタ×ロッテレンタル 

続々と新しいサービス始動 

幅広いニーズに対応 
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【1】 平成31年3月期 第2四半期累計期間決算の状況  
⑥トピックス-2 リリース情報 

平成30年４月９日リリース 平成30年６月４日リリース 平成30年４月23日リリース 平成30年４月20日リリース 

平成30年７月３日リリース 平成30年８月６日リリース 平成30年８月31日リリース 平成30年９月20日リリース 
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【2】 平成31年３月期の業績見通し 
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【2】 平成31年３月期 計画 
①業績計画の達成に向けて 

 

 Ⅰ. 営業力の強化 
      ①買取直販の顧客販売強化 

   ②良質車輌の買取強化 

   ③業者販売強化 

 Ⅱ. 輸出拡大  
    ①韓国・・・PicknBuy24.comによる輸出拡販 

     ②中国・・・日中第三国市場協力フォーラムにて 

     中国の中古車輸出に関する業務契約を締結 

  Ⅲ. グループシナジー  
      ① PicknBuy24.com推進 

    ②仕入強化 

 

営業利益達成の為の施策 
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【平成31年３月期通期見通し】 

   連結営業利益 

    ＋１３４百万円 

（単位：百万円） 
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【2】 平成31年３月期 計画 
②業績計画について 

売上高 22,500百万円 
※ 前年同期24,440百万円 （前年同期比：92.0％） 

営業利益       50百万円 
※ 前年同期▲84百万円 （前年同期比：134百万円増加） 

経常利益       75百万円 
※ 前年同期▲68百万円 （前年同期比：143百万円増加） 

小売販売強化・「買取直販」の営業施策を引き続き進めるとともに 
海外市場の販売網を拡大させ、売上高22,500百万円、営業利益 
50百万円を達成する。 

補足説明 



将来の見通しについて 

本資料は、投資家判断の参考となる情報提供を目的とするものであり、 

当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。  

本資料には、当社グループの計画・戦略・業績等の将来予想に関する 
情報が掲載されており、これらの記載は、現在入手可能な情報に 
基づいて当社が判断したものであり、リスク及び不確実な要素が 
含まれています。 

当社の業績は、経済情勢、事業環境、為替動向等により、 

将来予想とは大きく異なる可能性があります。  

当社は、本資料の利用、またはこれに付随して生じたいかなる損害に 

ついても、一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。  
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