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      (財)財務会計基準機構会員  

  

 

 

平成 20 年 3 月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20 年２月８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３四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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３四半期 3,799 △3.5 △389 ― △411 ―  △39 ― 

19 年３月期第３四半期 3,937 ― △462 ― △533 ―  △345 ― 

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３四半期 △2 68 ― ―

19 年３月期第３四半期 △39 49 ― ―

19 年３月期 △101 22 ― ―

（注）平成 18 年 3 月期第３四半期は、連結子会社がないため、平成 19 年３月期第３四半期の対前年同四 
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３四半期 2,924 1,620 54.0 55 73

19 年３月期第３四半期 3,634 1,020 25.3 101 22

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３四半期 △497 △96 917 278

19 年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19 年３月期 △911 △186 812 147

（注）平成 19 年３月期第３四半期は、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３四半期 
  円   銭

― 

平成 19年３月期第３四半期 ― 

 
 
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

通     期 4,760 △7.4 △530 ― △600 ― △150 ― △13 22

 
 
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） 
： 有 

(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。 
様々な不確実要素により、実際の数値と異なる場合があります。 
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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３四半期のわが国の経済は、好調な企業収益を背景として設備投資が引き続き増加し、景気は穏

やかに進展を続けましたが、原油をはじめとする原料価格の高騰が食料品の値上げなどの消費者物価に

影響をし始め、景気の先行きが不透明な状況になってまいりました。 
  このような環境下、カー用品業界においては、アフターマーケット縮小の影響を受け、また雑貨事業

においては、業績を挽回させるほどのリードアイテムに恵まれず、当社グループも売上が減少するなど

大変厳しい状況が続いております。このような状況を打開するために、平成 18 年 12 月 6 日付で策定し

た「平成 18 年～20 年度中期経営計画（企業再生計画）」に基づき、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り、人員削減も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

る企業体を目指してまいりました。 
  しかしながら、当第３四半期におきましては、ローラーシューズ「ヒーリーズ」等販売が好調な商品

もありましたが、自動車用カーテンのリニューアルによる返品の増加、それに伴う解体費用の発生、並

びに低利益率の他社品商材の販売増加等による原価率高の影響により、引き続き損失を計上する結果と

なりました。 
  なお、連結子会社であったプラマイゼロ株式会社は、平成 19 年７月に第三者割当増資を行ったため、

当下期首より持分法適用関連会社に変更になっております。 
  以上の状況により、当第３四半期の業績は、売上高 3,799 百万円（前年同期比 3.5％減）、営業損失 389
百万円（前年同期は営業損失 462 百万円）、経常損失 411 百万円（前年同期は経常損失 533 百万円）、四

半期純損失 39 百万円（前年同期は四半期純損失 345 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３四半期末における総資産は 2,924 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 184 百万円減少いた

しました。これは主に、現金及び預金の増加 131 百万円、貸倒引当金の減少 78 百万円があったものの、

固定資産の減損処理による有形固定資産の減少 110 百万円、プラマイゼロ株式会社が連結子会社から持

分法適用関連会社に変更になったことに伴う資産の減少 302 百万円によるものです。 

  当第３四半期末における負債合計は 1,304 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,166 百万円減少

いたしました。これは主に、借入金の減少 694 百万円、負ののれんの償却によるのれんの減少 93 百万円、

プラマイゼロ株式会社が連結子会社から持分法適用関連会社に変更になったことに伴う負債の減少 324

百万円によるものです。 

  当第３四半期末における純資産は 1,620 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 982 百万円増加いた

しました。これは主に、平成 19 年 11 月に行われたプリヴェ企業投資ホールディングス株式会社からの

出資により資本金等が増加したことによるものです。なお、当該増資により、当社グループは当下期首

より、プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社の連結子会社となっております。 

  以上の結果、当第３四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、36.7％増加し、54.0％

となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
  平成 19 年 11 月 15 日に公表いたしました業績予想につきましては、厳しい環境もあり、現在、当社に

おいて、その内容を精査しており、業績予想の修正が必要となった場合、適宜、適時に開示してまいり

ます。 
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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） 

  除外  １社 （社名 プラマイゼロ株式会社）。 

 

(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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

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 304,060 278,663 △25,396 △8.4 147,580
受取手形及び売掛金 1,020,512 958,189 △62,322 △6.1 1,017,792
たな卸資産 1,382,181 913,356 △468,825 △33.9 1,178,359
その他 218,747 181,383 △37,364 △17.1 199,797
貸倒引当金 △106,464 △19,383 87,081 △81.8 △97,356
流動資産合計 2,819,037 2,312,210 △506,827 △18.0 2,446,173

Ⅱ 固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 137,310 36,817 △100,493 △73.2 92,173
機械装置 884 ― △884 △100.0 851
工具器具備品 61,447 4,972 △56,474 △91.9 61,302
土地 133,110 59,110 △74,000 △55.6 95,464

有形固定資産合計 332,752 100,900 △231,852 △69.7 249,791
無形固定資産 12,400 2,620 △9,779 △78.9 10,696
投資その他の資産  
投資有価証券 320,265 473,063 152,797 47.7 285,332
長期貸付金 20,726 18,316 △2,410 △11.6 19,736
長期営業債権 250,861 247,261 △3,600 △1.4 249,311
その他 156,926 55,337 △101,588 △64.7 111,526
貸倒引当金 △278,399 △262,908 15,490 △5.6 △263,747
投資損失引当金 ― △ 22,000 △22,000 △100.0 ―

投資その他の資産合計 470,380 509,070 38,690 8.2 402,159
  固定資産合計 815,533 612,591 △202,942 △24.9 662,648
 資産合計 3,634,571 2,924,801 △709,769 △19.5 3,108,821
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前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

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 873,698 623,404 △250,294 △28.6 561,115
短期借入金 949,800 211,261 △738,539 △77.8 905,600
未払法人税等 10,211 8,820 △1,391 △13.6 14,100
賞与引当金 25,601 19,026 △6,574 △25.7 43,503
返品引当金 144,124 128,511 △15,613 △10.8 168,097
その他 202,276 164,353 △37,923 △18.7 359,068
流動負債合計 2,205,713 1,155,376 △1,050,336 △47.6 2,051,485

Ⅱ 固定負債  
繰延税金負債 9,134 ― △9,134 △100.0 ―

退職給付引当金 71,331 68,939 △2,392 △3.4 61,297
役員退職慰労引当金 12,850 16,400 3,550 27.6 13,500
負ののれん 302,735 36,817 △265,918 △87.8 269,098
その他 12,035 26,476 14,441 120.0 74,900
固定負債合計 408,087 148,633 △259,454 △63.6 418,796
負債合計 2,613,800 1,304,010 △1,309,790 △50.1 2,470,281

（純資産の部）  
Ⅰ 株主資本  

資本金 979,640 1,636,065 656,425 67.0 1,089,137
資本剰余金 783,644 1,440,069 656,425 83.8 893,141
利益剰余金 △744,746 △1,368,529 △623,783 83.8 △1,328,875
自己株式 △111,004 △111,164 △160 0.1 △111,004
株主資本合計 907,534 1,596,440 688,906 75.9 542,398

Ⅱ 評価・換算差額等  
そ の 他 有 価 証 券  
評価差額金 13,314 △15,980 △29,294 △220.0 △4,984

評価・換算差額等合計 13,314 △15,980 △29,294 △220.0 △4,984
Ⅲ 新株予約権 2,080 ― △2,080 △100.0 776
Ⅳ 少数株主持分 97,842 40,331 △57,510 △58.8 100,350

純資産合計 1,020,770 1,620,791 600,020 58.8 638,540
負債、純資産合計 3,634,571 2,924,801 △709,769 △19.5 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３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

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 3,937,748 3,799,216 △138,532 △3.5 5,139,656
Ⅱ 売上原価 2,661,505 2,726,422 64,917 2.4 3,598,269
 売上総利益 1,276,243 1,072,794 △203,449 △15.9 1,541,387
Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 1,738,855 1,461,923 △276,931 △15.9 2,458,761

営業損失 462,611 389,129 △73,482 △15.9 917,373
Ⅳ 営業外収益 142,365 103,530 △38,835 △27.3 187,098

受取利息 931 268  416
受取配当金 1,346 1,220  1,666
負ののれん償却額 126,728 93,184  168,971
その他 13,359 8,856  16,044

Ⅴ 営業外費用 213,740 126,131 △87,609 △41.0 290,988
支払利息 12,975 15,757  17,639
手形売却損失 766 1,984  1,267
持分法による投資損失 184,968 95,125  250,527
その他 15,030 13,263  21,553
経常損失 533,986 411,731 △122,255 △22.9 1,021,263

Ⅵ 特別利益 188,486 455,756 267,269 141.8 322,011
貸倒引当金戻入益 ― 82,199  19,923
前期損益修正益 110,373 ―  110,373
持分変動利益 65,106 341,351  163,579
その他 13,007 32,204  28,135

Ⅶ 特別損失 9,563 162,171 152,608 ― 234,878
減損損失 ― 110,755  11,750
投資損失引当金繰入額 ― 22,000  ―

合併費用 ― 21,357  ―

リコール費用 1,305 73  3,073
貸倒引当金繰入額 5,957 ―  5,957
移転費用 2,300 3,885  13,870
その他 ― 4,100  200,227
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 355,062 118,145 △236,916 △66.7 934,130

法人税、住民税及び事業税 8,158 6,440 △1,718 △21.1 10,713
少数株主損失 18,146 84,933 66,787 △368.1 15,638
四半期（当期）純損失 345,075 39,653 △305,422 △88.5 929,205

（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３四半期 

（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 △118,145 △934,130
減価償却費 35,805 128,613
のれん及び負ののれん償却額 △67,367 △134,549
受取利息及び受取配当金 △1,488 △2,082
支払利息 15,757 17,639
持分法による投資損失    
持分変動損益  

95,125 
△341,351 

250,527
△163,579

売上債権の増減額 
たな卸資産の増減額 

△53,365 
△25,588 

353,823
△198,734

未収入金の増減額 
仕入債務の増減額 

49,849 
26,243 

△112,085
△188,337

子会社株式売却益 
その他 

△ 20,297 
△67,874 

―

98,165

小  計 △472,699 △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 

1,490 
△15,671 
△10,706 

2,081
△17,520
△11,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △497,586 △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 

△46,828 
21,000 

△70,562 

   △91,763
―

△95,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,391 △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 

1,089,294 
492,163 

△663,549 

274,090
127,760
410,160

財務活動によるキャッシュ・フロー 917,908 812,010
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 323,929 △286,780

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 147,580 434,360
Ⅵ 子会社の連結除外による現金及び現金同等物の減少額 △192,846 ―

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 278,663 147,580
（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。
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(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３四半期） 
（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 1,613,942 2,050,789 135,851 3,800,583 △1,366 3,799,216
営業費用 1,580,640 2,130,898 278,812 3,990,351 197,994 4,188,346
営業利益又は 
営業損失（△） 33,301 △80,108 △142,961 △189,768 △199,361 △389,129

 
（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。 
 

 


