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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 2,700 ― 26 ― 7 ― △63 ―

20年3月期第1四半期 2,632 △5.2 △41 ― △77 ― △85 ―

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 △15.00 ―

20年3月期第1四半期 △27.05 ―

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 7,890 630 8.0 △70.87

20年3月期 7,774 688 8.9 △56.80

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  630百万円 20年3月期  688百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 4,851 △10.9 △43 ― △88 ― △199 ― △44.80

通期 10,511 △13.6 318 95.5 228 171.5 81 83.0 6.93

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

詳細は、【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の連結業績予想は、「平成20年３月期決算短信」(平成20年５月21日付)において公表した金額より変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあったての注意事項等については、【定性的情報・財務諸表
等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 4,992,523株 20年3月期 4,992,523株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 5,152株 20年3月期 5,152株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 4,987,371株 20年3月期第1四半期 4,602,736株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、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

が続くなかで、原油や原材料の価格高騰が企業収益を圧迫、生活必需品の値上がりにより個人消費も抑制傾向にあ

るなど、景気減速下で推移しました。

　カー用品業界におきましても、ガソリン価格の高騰や景気減速の影響から、厳しい環境が続いております。

　このような状況の下、当社グループは、平成20年３月17日に公表した経営改善計画に従い、卸売部門や板金塗装

部門を縮小、徹底してコストを削減するなかで、ピット関連の営業活動を更に強化し、顧客満足度と生産性の向上

を図ってまいりました。

（１）売上高

　卸売部門及び板金塗装部門の人員、拠点の縮小に伴い両部門は減収となりましたが、基幹事業である小売

部門に経営資源を集中した結果、オーディオ、バッテリー及びオイルの販売並びに工賃収入は好調に推移し

ました。小売部門の売上高は前年同四半期比１億67百万円増の19億54百万円と大幅に増収となり、連結売上

高は前年同四半期比67百万円増の27億円となりました。

（２）営業利益

　不採算部門の縮小による収益好転、経費予算管理の徹底、店頭販売力強化に伴う利益率の向上及びピット

関連の営業活動強化に伴う工賃収入の増加等により、営業利益は前年同四半期比68百万円増の26百万円（前

年同四半期は41百万円の営業損失）となりました。本年度が四半期報告制度適用初年度で、前年同四半期に

は未対応だった諸引当金を33百万円計上していることを勘案すると、収益力は格段に向上しました。

（３）経常利益

　営業利益の増加等に伴い、経常利益は前年同四半期比85百万円増の７百万円（前年同四半期は77百万円の

経常損失）となりました。

（４）四半期純損失

　平成20年５月21日に公表したモンテカルロ蔵王店の罹災に係る受取保険金71百万円を特別利益に、当該災

害による損失33百万円を特別損失に計上しました。また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用等に

伴い期首の棚卸資産に対する簿価切下額87百万円、関係会社株式評価損として17百万円を、特別損失に計上

しました。

この結果、四半期純損失は前年同四半期比22百万円減の63百万円となりました。

事業の部門別業績は次のとおりであります。

（１）自動車用品の小売事業

　小売事業につきましては、ガソリン価格の高騰や景気減速など厳しい環境下にもかかわらず、自動車販売、

車検・整備、カー用品販売等のシナジー効果が現れてきたこと、エリアリーダー店長に権限委譲し営業最前

線を活性化させたこと等から、売上高は大幅に増収の19億54百万円となりました。

（２）自動車用品の卸売事業

　卸売事業につきましては、経営改善計画により、３か所あった営業所を廃止し、受発注フロント総勢29名

体制を６名まで縮小しました。これに伴い、減収となりましたが、大口顧客への販売に特化した活動により、

売上高は想定を上回る４億86百万円となりました。

（３）フランチャイズ事業

　フランチャイズ事業の売上高は、前年同四半期並の１億49百万円となりました。

（４）その他事業

　昨年６月に事業を開始した自動車販売のＦシステム、昨年９月に事業を開始した貴金属買取代行店のダイ

ヤバンク、昨年10月に開店した車検・整備事業の光速王刈谷店、本年１月に事業を開始した携帯電話販売事

業のソフトバンクサイト等により、その他事業の売上高は１億９百万円となりました。
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２．連結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連結会計年度末に比べて１億15百万円増加し、78億90百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加によるものです。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べて１億74百万円増加し72億60百万円となりました。これは

主に、短期借入金が2億13百万円増加したこと等によるものです。

　純資産につきましては、当前連結会計年度末に比べて58百万円減少し６億30百万円となりました。これは

主に、63百万円の四半期純損失を計上したこと等によるものです。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

より２億80百万円増加し、当四半期連結会計期間末には４億75百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間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１億61百万円となりました。これは主に仕入債務が２億83百万円増加し

たこと等によるものです。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は３百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産等の取得によ

る支出が12百万円となったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は１億22百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額が２億44百

万円となったことによるものです。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

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21日に公表した金額より変更しておりません。　

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

施棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としてお

ります。
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（３）四半期連結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

　①当連結会計年度より「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

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②当社グループは、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、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１四半期連結会計期間より「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、経常利益が19,395千円、税金等調整前四半期純利益は106,475千円減少しており

ます。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 477,925 197,341

受取手形及び売掛金 544,637 629,978

加盟店貸勘定 71,389 72,241

商品 2,394,033 2,331,870

製品 2,126 3,491

半製品 31,640 49,857

貯蔵品 4,056 4,843

その他 248,846 317,844

貸倒引当金 △2,878 △3,070

流動資産合計 3,771,775 3,604,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 866,115 889,988

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 99,093 98,162

有形固定資産合計 2,441,513 2,464,455

無形固定資産 18,921 19,169

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,451,071 1,470,795

その他 288,567 296,143

貸倒引当金 △81,058 △79,971

投資その他の資産合計 1,658,579 1,686,968

固定資産合計 4,119,015 4,170,593

資産合計 7,890,791 7,774,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,059,170 939,568

短期借入金 2,873,340 2,660,320

未払法人税等 7,464 25,924

賞与引当金 54,646 28,322

ポイント引当金 12,448 14,159

その他 157,143 228,411

流動負債合計 4,164,213 3,896,705

固定負債   

長期借入金 2,841,076 2,931,596

退職給付引当金 223,743 226,156

負ののれん 3,405 3,453

その他 28,046 28,345



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債合計 3,096,273 3,189,551

負債合計 7,260,486 7,086,256

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,270,039 1,270,039

資本剰余金 715,146 715,146

利益剰余金 △1,349,899 △1,286,811

自己株式 △1,185 △1,185

株主資本合計 634,101 697,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,796 △8,455

評価・換算差額等合計 △3,796 △8,455

純資産合計 630,305 688,734

負債純資産合計 7,890,791 7,774,991



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,700,424

売上原価 1,804,839

売上総利益 895,584

販売費及び一般管理費 868,669

営業利益 26,915

営業外収益  

受取利息 3,962

受取配当金 987

受取手数料 7,967

受取賃貸料 4,695

協賛金収入 281

その他 2,918

営業外収益合計 20,812

営業外費用  

支払利息 38,779

その他 1,189

営業外費用合計 39,969

経常利益 7,759

特別利益  

受取保険金 71,622

特別利益合計 71,622

特別損失  

固定資産除却損 55

関係会社株式評価損 17,790

たな卸資産評価損 87,079

災害による損失 33,332

特別損失合計 138,258

税金等調整前四半期純損失（△） △58,876

法人税等 4,211

四半期純損失（△） △63,088



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △58,876

減価償却費 22,538

負ののれん償却額 △47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 895

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,324

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,412

受取利息及び受取配当金 △4,950

支払利息 38,779

受取保険金 △71,622

有形固定資産売却損益（△は益） 55

関係会社株式評価損 17,790

災害損失 33,332

売上債権の増減額（△は増加） 78,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,140

仕入債務の増減額（△は減少） 283,251

その他 △83,623

小計 217,132

利息及び配当金の受取額 1,814

利息の支払額 △39,755

法人税等の支払額 △17,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,290

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △12,675

有形及び無形固定資産の売却による収入 442

敷金及び保証金の差入による支出 △1,196

敷金及び保証金の回収による収入 10,163

貸付金の回収による収入 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,205

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） 244,000

長期借入金の返済による支出 △121,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,584

現金及び現金同等物の期首残高 195,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 475,925



（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

当社グループは自動車用品の販売を主たる事業としております。

当第１四半期連結累計期間においては、当該事業の売上高及び営業損益の金額は、いずれも全セグメントに占

める割合が90％超となっているため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

本邦以外の国又は地域に所在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。

ｃ．海外売上高

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

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,632,784

Ⅱ　売上原価 1,814,654

売上総利益 818,130

Ⅲ　販売費及び一般管理費 859,988

営業損失 △41,858

Ⅳ　営業外収益 13,018

Ⅴ　営業外費用 49,036

経常損失 △77,876

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 2,869

税金等調整前四半期純損失 △80,746

税金費用 4,681

四半期純損失 △85,427

－ 2 －
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