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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第1四半期 2,342 ― 37 ― 56 ― 16 ―
20年3月期第1四半期 2,368 △6.7 58 506.7 76 188.1 43 340.7

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3月期第1四半期 777.83 ―
20年3月期第1四半期 2,089.53 ―

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3月期第1四半期 5,425 3,732 68.8 181,034.60
20年3月期 5,616 3,747 66.7 181,752.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,732百万円 20年3月期  3,747百万円

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   

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3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 4,935 ― 210 ― 239 ― 138 ― 6,741.75
通期 10,090 0.0 610 4.2 670 1.0 388 2.1 18,820.33

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

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  20,616株 20年3月期  20,616株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  20,616株 20年3月期第1四半期  20,616株

 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
    業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  ２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間のわが国の経済は、原油価格をはじめとする原材料価格の上昇、米国のサブプライムローン

問題に端を発した金融市場の混乱等により景気の減速は一層強まり、先行きは不透明感が強まる状況となりました。

　カー用品市場におきましては、新車の販売台数の低迷、ガソリン価格の高騰によるユーザーの車に対する維持費の

削減意識等の影響を受け消費環境は引き続き厳しい状況にあります。

　このような環境のなか、当社は、「トータルカーライフサービス業」への転換を事業戦略として掲げ、徹底した接

客販売により顧客満足度を一層高めていくことに努めながら、品目別には、カー用品販売との相乗効果が極めて高い

自動車販売部門、車検・整備及び板金・塗装等ピット・サービスによる工賃部門、カー用品販売業の原点であるタイ

ヤ販売部門等に注力し増収を図ってまいりました。

　しかしながら、主力商品である各種カーエレクトロニクス機器部門においては純正装備化が進むなか、価格競争の

激化による影響を余儀なく受ける結果となり、当第１四半期会計期間の業績は、売上高2,342,787千円（前年同期比

1.1％減）、営業利益37,336千円（同36.7％減）、経常利益56,855千円（同25.5％減）、四半期純利益16,035千円（同

62.8％減）となりました。

　なお、当第１四半期会計期間より適用する「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、通常の販売目的で保有す

る商品について8,250千円の評価減を行っております。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ861千円減少し、

税引前四半期純利益は8,250千円減少しております。

 

　    各品目別の売上高及び構成比率は次の通りであります。

　      品目別の売上高及び構成比率                 　　　　　　　　　　　　　（記載金額は百万円未満を切捨）

 当第１四半期会計期間 前第１四半期会計期間　 前事業年度　

　品目 金額　 構成比　 金額　 構成比　 金額　 構成比　

 （百万円）　 （％）　 （百万円）　　 （％）　 （百万円）　 （％）　

　カーエレクトロニクス 614 26.2 648 27.4 2,520 24.9

　タイヤ・ホイール 397 16.9 349 14.8 1,746 17.3

　車内用品・車外用品 320 13.6 324 13.7 1,419 14.0

　カースポーツ 275 11.7 344 14.6 1,369 13.5

　ピット・サービス工賃 343 14.7 339 14.3 1,384 13.7

　オイル・バッテリー 126 5.4 119 5.0 562 5.6

　中古カー用品 46 2.0 45 1.9 188 1.9

　自動車 223 9.5 195 8.3 926 9.1

　合計 2,348 100.0 2,368 100.0 10,116 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　２．上記表の当第１四半期及び前事業年度の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額（当第１四半

　　　　期は５百万円、前事業年度は27百万円）は含まれておりません。
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２．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１四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ190,803千円減少し5,425,841千円（前期比3.4%減）となりまし

      た。

        これは主に、未収入金160,238千円及び差入保証金20,198千円の減少等があったためであります。

　　　　負債につきましては、前事業年度末に比べ175,995千円減少し1,693,631千円（前期比9.4%減）となりました。

        これは主に、短期借入金（一年以内返済予定の長期借入金を含む）118,750千円、未払法人税等161,434千円、長

      期借入金26,781千円及び役員退職慰労引当金23,700千円の減少に対し、買掛金155,839千円の増加等があったため

      であります。

  　　　純資産につきましては、前事業年度末に比べ14,807千円減少し3,732,209千円（前期比0.4%減）となりました。

　　　　これは主に、四半期純利益16,035千円の計上に対し、配当金の支払額30,924千円等があったためであります。

    ②　キャッシュ・フローの状況

　　　　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ46,327千円増加

　　　し、当第１四半期末には607,237千円（前期比8.3％増）となりました。

　　　　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　営業活動の結果得られた資金は、223,071千円となりました。これは主に、税引前当期純利益49,408千円の計

      上、未収入金の減少額160,238千円及び仕入債務の増加額155,839千円に対して、法人税等の支払額176,299千円等

      があったためであります。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　    投資活動の結果得られた資金は、265千円となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入10,800千円

      に対して、定期預金の預入による支出5,775千円及び有形固定資産の取得による支出4,723千円等があったためであ

      ります。

    （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　  　財務活動の結果使用した資金は、177,009千円となりました。これは主に、短期借入金の減少額100,000千円、長

　　  期借入金の返済による支出45,531千円及び配当金の支払額30,924千円等があったためであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は概ね計画通り推移しており、現時点での平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20

年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

 

（２）四半期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

　　（会計処理の原則・手続の変更）

　　　　①　当第１四半期会計期間より「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、「四半期財

　　　　　務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりま

　したが、当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

　下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ

　861千円減少し、税引前四半期純利益は8,250千円減少しております。 

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置については従来、耐

用年数を10年～13年としておりましたが、当第１四半期会計期間より10年～15年に変更いたしました。

　なお、この変更による影響額は軽微であります。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 635,237 580,809

売掛金 524,672 544,576

商品 1,794,483 1,793,519

その他 360,074 525,536

流動資産合計 3,314,467 3,444,442

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,895 433,243

その他（純額） 110,805 113,474

有形固定資産合計 533,700 546,718

無形固定資産 108,961 113,075

投資その他の資産   

差入保証金 1,194,962 1,215,161

その他 273,748 297,247

投資その他の資産合計 1,468,711 1,512,408

固定資産合計 2,111,373 2,172,202

資産合計 5,425,841 5,616,644

負債の部   

流動負債   

買掛金 648,642 492,802

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 118,374 137,124

未払法人税等 22,393 183,827

賞与引当金 151,297 143,056

ポイント引当金 47,329 41,765

その他 167,417 186,280

流動負債合計 1,155,454 1,284,856

固定負債   

長期借入金 375,074 401,855

退職給付引当金 163,102 159,216

役員退職慰労引当金 － 23,700

固定負債合計 538,176 584,771

負債合計 1,693,631 1,869,627



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 510,506 510,506

資本剰余金 485,244 485,244

利益剰余金 2,736,982 2,751,870

株主資本合計 3,732,734 3,747,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △524 △605

評価・換算差額等合計 △524 △605

純資産合計 3,732,209 3,747,017

負債純資産合計 5,425,841 5,616,644



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 2,342,787

売上原価 1,479,368

売上総利益 863,418

販売費及び一般管理費 826,082

営業利益 37,336

営業外収益  

受取利息 2,619

受取手数料 10,958

その他 9,681

営業外収益合計 23,260

営業外費用  

支払利息 2,515

その他 1,224

営業外費用合計 3,740

経常利益 56,855

特別損失  

固定資産除却損 58

たな卸資産評価損 7,388

特別損失合計 7,447

税引前四半期純利益 49,408

法人税、住民税及び事業税 19,514

法人税等調整額 13,858

法人税等合計 33,372

四半期純利益 16,035



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 49,408

減価償却費 19,047

のれん償却額 2,750

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,241

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5,564

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,700

受取利息及び受取配当金 △2,702

支払利息 2,515

有形固定資産除売却損益（△は益） 58

差入保証金の家賃相殺額 25,082

売上債権の増減額（△は増加） 19,904

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,571

未収入金の増減額（△は増加） 160,238

仕入債務の増減額（△は減少） 155,839

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,388

その他 △24,799

小計 401,518

利息及び配当金の受取額 260

利息の支払額 △2,408

法人税等の支払額 △176,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,071

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,775

定期預金の払戻による収入 10,800

有形固定資産の取得による支出 △4,723

その他 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー 265

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） △100,000

長期借入金の返済による支出 △45,531

割賦債務の支払 △554

配当金の支払額 △30,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,327

現金及び現金同等物の期首残高 560,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 607,237



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 2,368,195

Ⅱ　売上原価 1,458,345

売上総利益 909,850

Ⅲ　販売費及び一般管理費 850,857

営業利益 58,992

Ⅳ　営業外収益 20,808

Ⅴ　営業外費用 3,446

経常利益 76,354

税引前四半期純利益 76,354

税金費用 33,277

四半期純利益 43,077

－ 1 －
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