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平成 19 年８月 10 日 

上 場 会 社 名         イー・レヴォリューション株式会社      上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号          4233                                 ＵＲＬ http://www.e-revolution.co.jp/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）久保 亮三 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長（氏名）細屋 憲雄      ＴＥＬ (03)5209－1152 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

百万円   ％ 百万円    ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期第１四半期 1,270 4.2 △172 ― △167 ―  △57 ― 

19 年３月期第１四半期 1,219 ― △205 ― △164 ―  △131 ― 

19 年３月期 5,139 ― △917 ― △1,021 ―  △929 ― 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

円 銭 円 銭

20 年３月期第１四半期 △5 17 ― ―

19 年３月期第１四半期 △15 08 ― ―

19 年３月期 △101 22 ― ―

（注）平成 18 年 3 月期第１四半期は、連結子会社がないため、平成 19 年３月期第１四半期の対前年同四 
半期増減率は記載しておりません。 

 
 (2) 連結財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 3,078 699 18.4 49 84

19 年３月期第１四半期 3,495 1,171 31.0 134 62

19 年３月期 3,108 638 17.3 50 10

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第１四半期 △9 15 107 261

19 年３月期第１四半期 ― ― ― ―

19 年３月期 △911 △186 812 147

（注）平成 19 年３月期第１四半期は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略しておりました 

ので、前年同期比較は記載しておりません。 
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

平成 20年３月期第１四半期 
  円   銭

― 

平成 19年３月期第１四半期 ― 

 
 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日）   【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 2,570 0.1 △150 ― △105 ― 230 ― 20 27

通     期 5,000 △2.7 △180 ― △10 ― 330 ― 29 08

 
 
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
［（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。］ 

 
 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績には今

後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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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 1 四半期におけるわが国の経済は、引き続き好調な企業収益を背景に穏やかな回復基調で推移し

ましたが、個人消費につきましては、回復傾向にあるものの税負担の増加や社会保険制度への不安など

の要因があり、伸び悩んでいる状態で推移しました。 
当社グループが主に関連するカー用品業界においては、引き続きアフターマーケットの縮小傾向が目

立ち、厳しい状態が続いております。 
このような情勢のもと、当社グループは、平成 18 年 12 月６日付で「平成 18 年～20 年度中期経営計

画（企業再生計画）」を策定し、前連結会計年度より、グループ全体の事業領域とポジショニングの明確

化を図るとともに人員削減を含めたコスト削減等の構造改革を進め、スリムな体制で収益を出せる企業

体を目指し、上記計画に基づくリストラクチャリングに取り組んでまいりました。また、併せて、商品

力の強化及び積極的な販売活動による売上高の確保に注力してまいりました。 
しかしながら、当第 1 四半期におきましては、カー用品事業における返品の増加、雑貨事業及び家電

事業における新製品開発の遅れ等の要因があり、利益を生み出すまでには至りませんでした。 
この結果、当第 1 四半期の業績は、売上高 1,270 百万円（前年同期比 4.2％増）、営業損失 172 百万円

（前年同期は営業損失 205 百万円）、経常損失 167 百万円（前年同期は経常損失 164 百万円）、四半期純

損失 57 百万円（前年同期は四半期純損失 131 百万円）となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 1四半期における総資産は 3,078 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 30 百万円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金が 113 百万円、たな卸資産が 86 百万円それぞれ増加したものの、受取

手形及び売掛金が 204 百万円減少したことによるものです。 

負債合計は 2,378 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 91 百万円減少いたしました。これは主に、

支払手形及び買掛金が 40 百万円増加したものの、負ののれんが 59 百万円、未払金が 23 百万円等それぞ

れ減少したことによるものです。 

  また、純資産は 699 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 61 百万円増加いたしました。これは主に

新株式の発行により資本金等が増加したことによるものです。 

以上の結果、当第 1四半期末における自己資本比率は前連結会計年度末に比べ、1.1％増加し、18.4％

となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
当第１四半期における業績は、ほぼ計画通りに推移しており、連結業績予想につきましては、平成 19

年 7 月 11 日付「子会社の異動並びにそれに伴う特別利益の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載いたしました公表数値から、中間期及び通期予想ともに変更はありません。 
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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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準及びその他の影響額が僅少なものについては、簡便な手続きを採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年３月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）   
Ⅰ 流動資産     

現金及び預金 680,395 261,545 △418,850 △61.6 147,580
受取手形及び売掛金 953,280 813,786 △139,494 △14.6 1,017,792
たな卸資産 1,021,967 1,264,688 242,721 23.8 1,178,359
その他 67,521 155,546 88,024 130.4 199,797
貸倒引当金 △127,992 △100,356 27,636 △21.6 △97,356
流動資産合計 2,595,172 2,395,210 △199,962 △7.7 2,446,173

Ⅱ 固定資産  
有形固定資産   
建物及び構築物 141,940 90,328 △51,611 △36.4 92,173
機械装置 950 815 △134 △14.2 851
工具器具備品 91,170 51,386 △39,784 △43.6 61,302
土地 133,110 95,464 △37,646 △28.3 95,464

有形固定資産合計 367,171 237,994 △129,176 △35.2 249,791
無形固定資産 15,413 10,871 △4,541 △29.5 10,696
投資その他の資産  
投資有価証券 398,245 318,836 △79,409 △19.9 285,332
出資金 37,800 ― △37,800 △100.0 ―

長期貸付金 18,895 18,951 56 0.3 19,736
敷金・保証金 52,454 84,519 32,064 61.1 84,569
長期営業債権 220,892 248,161 27,268 12.3 249,311
その他 41,073 26,413 △14,660 △35.7 26,957
貸倒引当金 △251,685 △262,925 △11,240 4.5 △263,747

投資その他の資産合計 517,677 433,956 △83,720 △16.2 402,159
  固定資産合計 900,262 682,822 △217,439 △24.2 662,648
 資産合計 3,495,434 3,078,032 △417,401 △11.9 3,108,821
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前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年３月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（負債の部）   
Ⅰ 流動負債     

支払手形及び買掛金 608,858 601,656 △7,202 △1.2 561,115
短期借入金 835,000 908,583 73,583 8.8 905,600
一年以内長期借入金 ― 5,500 5,500 ― 5,500
未払法人税等 5,202 4,688 △514 △9.9 14,100
未払金 105,903 187,528 81,625 77.1 210,634
未払費用 37,852 39,803 1,950 5.2 46,986
賞与引当金 29,205 43,956 14,751 50.5 43,503
返品引当金 189,339 168,097 △21,241 △11.2 168,097
その他 33,961 53,682 19,721 58.1 95,947
流動負債合計 1,845,323 2,013,496 168,173 9.1 2,051,485

Ⅱ 固定負債  
長期借入金 ― 64,500 64,500 ― 64,500
繰延税金負債 9,864 ― △9,864 △100.0 ―

退職給付引当金 66,117 64,883 △1,234 △1.9 61,297
役員退職慰労引当金 18,550 14,700 △3,850 △20.8 13,500
連結調整勘定 370,010 ― △370,010 △100.0 ―

負ののれん ― 210,015 210,015 ― 269,098
その他 14,545 10,869 △3,675 △25.3 10,400
固定負債合計 479,087 364,968 △114,119 △23.8 418,796
負債合計 2,324,410 2,378,465 54,054 2.3 2,470,281

（純資産の部）  
Ⅰ 株主資本  

資本金 952,480 1,118,661 166,181 17.4 1,089,137
資本剰余金 756,484 922,665 166,181 22.0 893,141
利益剰余金 △530,825 △1,360,182 △829,357 156.2 △1,328,875
自己株式 △110,792 △111,120 △327 0.3 △111,004
株主資本合計 1,067,346 570,023 △497,323 △46.6 542,398

Ⅱ 評価・換算差額等  
その他有価証券評

価差額金 14,378 △4,984 △19,363 ― △4,984

評価・換算差額等合計 14,378 △4,984 △19,363 ― △4,984
Ⅲ 新株予約権 ― 288 288 ― 776
Ⅳ 少数株主持分 89,298 134,240 44,942 50.3 100,350

純資産合計 1,171,023 699,567 △471,456 △40.3 638,540
負債、純資産合計 3,495,434 3,078,032 △417,401 △11.9 3,108,821

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第１四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年３月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 1,219,880 1,270,509 50,628 4.2 5,139,656
Ⅱ 売上原価 837,345 928,882 91,537 10.9 3,598,269
 売上総利益 382,535 341,626 △40,908 △10.7 1,541,387
Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 587,996 514,226 △73,770 △12.5 2,458,761

営業損失 205,461 172,600 △32,861 △16.0 917,373
Ⅳ 営業外収益 46,222 41,527 △4,695 △10.2 187,098

受取利息 31 46  416
受取配当金 495 229  1,666
連結調整勘定償却額 42,242 ―  ―

負ののれん償却額 ― 38,607  168,971
その他 3,453 2,643  16,044

Ⅴ 営業外費用 5,529 36,030 30,501 551.6 290,988
支払利息 2,283 4,339  17,639
手形売却損失 73 892  ―

持分法による投資損失 ― 28,337  250,527
その他 3,172 2,461  22,821
経常損失 164,768 167,102 2,334 1.4 1,021,263

Ⅵ 特別利益 9,919 88,576 78,656 792.9 322,011
子会社株式売却益 ― 20,297  ―

持分変動利益 9,919 68,077  163,579
その他 ― 201  158,431

Ⅶ 特別損失 ― 73 73 ― 234,878
その他 ― 73  234,878
税金等調整前四半期 

（当期）純損失 
154,848 78,599 △76,248 △49.2 934,130

法人税、住民税及び事業税 2,996 2,431 △564 △18.8 10,713
少数株主損失 26,689 23,781 △2,908 △10.9 15,638
四半期（当期）純損失 131,154 57,249 △73,905 △56.3 929,205

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年３月期） 

区  分 金  額 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失 △78,599 △934,130 
減価償却費 14,994 128,613 
のれん及び負ののれん償却額 △30,002 △134,549 
受取利息及び受取配当金 △276 △2,082 
支払利息 4,339 17,639 
持分法による投資損失    
持分変動損益  

28,337
△68,077

250,527 
△163,579 

売上債権の増減額 
たな卸資産の増減額 

178,078
△86,329

353,823 
△198,734 

未収入金の増減額 
仕入債務の増減額 

55,957
40,540

△112,085 
△188,337 

子会社株式売却益 
その他 

△20,297
△35,325

― 
98,165 

小  計 3,339 △884,729 
利息及び配当金の受取額         

利息の支払額 
法人税等の支払額 

276
△3,190
△9,754

2,081 
△17,520 
△11,780 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,329 △911,949 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 
子会社株式の売却による収入 
その他 

△2,571
21,000
△2,760

   △91,763 
― 

△95,077 
投資活動によるキャッシュ・フロー 15,667 △186,841 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
株式の発行及び新株予約権による収入 
少数株主への株式の発行による収入 
その他 

58,560
46,200
2,866

274,090 
127,760 
410,160 

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,626 812,010 
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 113,964 △286,780 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 147,580 434,360 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 261,545 147,580 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
２．前年同四半期において、（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略しておりま 

したので、当四半期においては前年同期比較を行っておりません。



イー・レヴォリューション㈱ (4233) 平成 20 年３月期第１四半期財務･業績の状況 

9 

 

(4) セグメント情報 

 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

当四半期（平成 20 年３月期第１四半期） 
（単位：千円） 

 カー用品事業 雑貨事業 家電事業 計 消去又 
は全社 連結 

売上高 622,827 591,409 56,477 1,270,714 △205 1,270,509
営業費用 582,767 648,829 134,861 1,366,458 76,651 1,443,109
営業利益又は 
営業損失（△） 40,059 △57,419 △78,383 △95,743 △76,856 △172,600

 
（参考）前期（平成 19 年３月期） 

（単位：千円） 

 カー用品事業 雑貨事業 家電事業 計 消去又 
は全社 連結 

売上高 2,309,587 2,232,827 624,149 5,166,563 △26,906 5,139,656
営業費用 2,459,996 2,483,202 775,358 5,718,558 338,472 6,057,030
営業損失 150,409 250,375 151,209 551,994 365,379 917,373

（注）前年同四半期において、セグメント情報の記載を省略しておりましたので、当四半期においては前 

年同期比較を行っておりません。 

 
〔所在地別セグメント情報〕 

当四半期（平成 20 年３月期第１四半期） 
 当四半期は、本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項 
はありません。 
 
（参考）前期（平成 19 年３月期） 

前期は、本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 
 

 


