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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 8,977 58.0 581 189.7 654 223.2 282 144.3
20年3月期第1四半期 5,681 7.7 200 264.0 202 172.2 115 141.7

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 31.20 ―
20年3月期第1四半期 12.72 ―

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 27,061 8,918 30.1 900.64
20年3月期 25,189 8,619 31.5 875.35

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,151百万円 20年3月期  7,926百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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 18,670 49.7 333 △38.4 500 △9.7 230 △26.3 25.40
通期 38,620 48.8 1,365 22.3 1,800 50.8 800 22.1 88.35

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  

(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） 

(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.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「四半期税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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2.業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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  10,126,800株 20年3月期  10,126,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,075,838株 20年3月期  1,071,897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  9,052,295株 20年3月期第1四半期  9,244,305株
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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経済は、全般的には順調に推移致しましたが、原油高・アメリカのサブプライムローンの影響、格

差・少子化・将来不安の顕在化等で厳しい状況を余儀なくされる業界もみられました。

　当社グループが属する業界も、ｶｰ用品業界・建設不動産業界を中心として、厳しい運営を、余儀なくされました。

　このような状況の中、当社グループは、お客様の期待、必要とされていることの把握に総力を挙げ、親切な接客・豊富な品揃え

・分かり易い売り場作りに引続き注力致しました。

　カー用品事業につきましては、既存店の売上拡大・売上利益率の向上・販管費の節減に注力致しました。4月には、既存１店

舗 にテクノキュ-ブ店（車検・整備専門店）を併設致しました。前年のキャッシュバックセｰルの反動でナビゲーションを中心とした

ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽが不振で、㈱アイエーの既存店ﾍﾞｰｽの売上高は、5.5％の減収を余儀なくされましたが、3月末に㈱フレンド２１を

連結子会社化したこと 並びに仕入のスケールメリットによる利益率ｱｯﾌﾟ等から大幅な増収・増益を確保することが出来ました。

　ブライダル事業につきましては、3月末の㈱フレンド２１の連結子会社化により新たに始めた事業ですが、客単価が計画を上回

り、売上・利益共、計画を上回る実績でした。なお、㈱フレンド２１は、４月１日付にてカー用品事業を新設の㈱フレンド２１に承継

させ、商号を㈱アルカンシエルに変更致しました。

　建設不動産事業につきましては、収益性の高い開発プロジェクト案件に注力し、大幅な増収・増益を確保することが出来ました。

　レンタル・ゲーム事業につきましては、カ-用品事業同様、既存店の売上拡大・売上利益率向上・販管費の節減に注力致しまし

た。レンタル部門は、順調に推移しましたが、ゲーム部門が不振で、減収・減益を余儀なくされました。

　その他の事業につきましては、飲食部門は減収・減益を余儀なくされましたが、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄ部門が前年不振の反動で、増収・

増益でした。

　この結果、当第１四半期の売上高は、8,977百万円と前年同期比 58.0％の増収を確保することが出来ました。経常利益は、654

百万円と前年同期比 223.2％の大幅な増益となりました。また、四半期純利益も、上記、経常利益の増益により、282百万円と前

年同期比144.3％の大幅な増益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末における総資産は、27,061百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,872百万円の増加となりました。その主な

要因は、カー用品事業と建設不動産事業のたな卸資産が季節的要因等により増加したこと及びブライダル事業の有形固定資

産が、既存店の増築並びに新店の工事の進捗により増加したこと等によるものです。なお、純資産は、8,918百万円となり、前連

結会計年度末に比べ、299百万円の増加となりました。純資産から少数株主持分を控除した自己資本は8,151百万円で、 自己

資本比率は、30.1％と前連結会計年度末に比べ、1.4ﾎﾟｲﾝﾄ低下致しました。

　営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、1,413百万円の減少（前年同期は400百万円の増加）となりました。これは主として、たな卸資産

の増加等によるものです。

　投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、887百万円の減少（前年同期は、142百万円の減少）となりました。これは主として、有形固定資

産の取得による支出によるものです。

　財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰは、1,421百万円の増加（前年同期は456百万円の減少）となりました。これは主として、短期借入金

の純増によるものです。

　以上の結果、当第1四半期の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ879百万円減少し、1,345百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　わが国経済は、ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ問題・原油高・将来不安の継続等で、より厳しい状況を余儀なくされるものと思われます。当社グ

ループを取り巻く経済環境も同様と思われます。このような状況のもとで、当社グループは、主力のカー用品事業では既存店舗

の質の向上・収益の向上、1店舗の新規出店、既存１店舗のリロケーションに注力し、ブライダル事業では、1店舗の新規出店・既

存１店舗の増築に注力し、建設不動産事業では、開発プロジエクト案件・賃貸物件確保に引き続き注力し、レンタル・ゲーム事業

では、既存店舗の質の向上・収益の向上に注力し、適正な利益の確保・販管費のきめ細やかな管理・人材育成・お客様に満足し

ていただけるサービスの向上を推進していく所存です。

　なお、平成20年5月16日に発表致しました「平成20年３月期決算短信（連結）」に記載している当期（平成20年4月1日～平成21

年3月31日）の業績予想の変更はありません。既に公表しました通り、上記、㈱アルカンシエル及び㈱フレンド２１を8月1日付にて

100％子会社と致しましたことにより、少数株主利益の控除がなくなり、連結純利益には貢献する見込みですが、夏の商戦完了

前で、業績予想は流動的であるため、現段階では変更しないものと致します。
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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）

　　　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棚卸資産の評価方法

　　　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、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

　　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。

　　　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

　　を行う方法によっております。

　②税金費用の計算

　　　税金費用については、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

　　引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(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

　　　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「四半期税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」に従い四半期財務

　　諸表を作成しております。
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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）

前連結会計年度末に係る

当第１四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

(平成20年6月30日) (平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,545,151 2,437,246

売掛金 1,133,993 1,111,411

商品 8,240,243 6,766,616

未成工事支出金 1,100,531 590,870

仕掛品 22,063 32,788

原材料及び貯蔵品 30,883 33,978

繰延税金資産 274,331 274,331

その他 1,057,533 1,039,455

貸倒引当金 △6,040 △6,787

流動資産合計 13,398,691 12,279,911

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,458,243 5,577,129

土地 2,675,615 2,638,091

その他 805,354 271,535

有形固定資産合計 8,939,212 8,486,756

無形固定資産

のれん 48,416 50,727

その他 19,275 20,875

無形固定資産合計 67,691 71,602

投資その他の資産

投資有価証券 366,205 351,063

長期貸付金 97,367 100,366

長期前払費用 456,094 161,966

差入保証金 3,036,206 3,035,514

繰延税金資産 399,125 399,442

その他 319,794 321,697

貸倒引当金 △19,096 △19,123

投資その他の資産合計 4,655,697 4,350,926

固定資産合計 13,662,602 12,909,286

資産合計 27,061,293 25,189,197
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る

当第１四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

(平成20年6月30日) (平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,132,360 1,459,453

短期借入金 8,652,890 7,203,176

未払法人税等 286,444 549,084

未払消費税等 76,572 136,009

未成工事受入金 819,892 765,445

賞与引当金 231,045 363,171

役員賞与引当金 　― 39,000

ポイント引当金 104,826 89,584

その他 1,468,416 1,679,876

流動負債合計 13,772,448 12,284,801

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 2,933,811 2,890,221

長期預り保証金 1,154,281 1,123,962

退職給付引当金 181,996 175,709

その他 59,770 54,662

固定負債合計 4,369,859 4,284,555

負債合計 18,142,308 16,569,356

純資産の部

株主資本

資本金 1,314,100 1,314,100

資本剰余金 1,824,791 1,824,791

利益剰余金 5,573,455 5,354,397

自己株式 △585,548 △583,821

株主資本合計 8,126,798 7,909,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 24,859 16,770

評価・換算差額等合計 24,859 16,770

少数株主持分 767,326 693,604

純資産合計 8,918,984 8,619,841

負債純資産合計 27,061,293 25,189,197
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 （2）四半期連結計算書

　(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 8,977,723

売上原価 5,318,727

売上総利益 3,658,995

販売費及び一般管理費 3,077,121

営業利益 581,873

営業外収益

受取利息及び配当金 5,666

受取手数料 31,570

受取家賃 23,634

その他 69,426

営業外収益合計 130,298

営業外費用

支払利息 45,257

その他 12,488

営業外費用合計 57,745

経常利益 654,426

特別利益

その他 108

特別利益合計 108

特別損失

その他 1,233

特別損失合計 1,233

税金等調整前四半期純利益 653,301

法人税、住民税及び事業税 290,101

法人税等合計 290,101

少数株主利益 80,757

四半期純利益 282,442
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 （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利益 653,301

減価償却費 147,293

引当金の増減額（△は減少） △150,371

受取利息及び受取配当金 △5,666

支払利息 45,257

売上債権の増減額（△は増加） △ 22,582

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,969,466

仕入債務の増減額（△は減少） 672,907

その他 △179,040

小計 △808,368

利息及び配当金の受取額 4,605

利息の支払額 △57,064

法人税等の支払額 △552,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,413,114

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 △601,905

有形固定資産の売却による収入 1,030

投資有価証券の取得による支出 △1,491

貸付けによる支出 △1,300

貸付金の回収による収入 2,939

長期前払費用の取得による支出 △ 301,683

差入保証金の差入による支出 △28,088

差入保証金の回収による収入 28,456

定期預金の預入による支出 △50,000

定期預金の払戻による収入 62,192

その他 1,903

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 887,945

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） 1,690,384

長期借入れによる収入 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △1,347,081

配当金の支払額 △ 63,384

少数株主への配当金の支払額 △ 7,035

その他 △1,726

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,421,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 879,902

現金及び現金同等物の期首残高 2,225,054

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,345,151
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（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 

【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) 

 

 
カー用品 

事業 
(千円) 

ブライダル
事業 
(千円) 

建設不動産
事業 
(千円) 

レンタル・ゲー
ム事業 
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

4,761,281 2,114,340 1,050,429 842,665 209,006 8,977,723 ― 8,977,723

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

272 ― 76,437 ― 6,344 83,053 △83,053 ―

計 4,761,553 2,114,340 1,126,866 842,665 215,351 9,060,777 △83,053 8,977,723

  営業費用 4,564,310 1,833,940 986,497 801,046 199,419 8,385,214 10,635 8,395,849

  営業利益 197,242 280,400 140,369 41,618 15,932 675,562 △93,689 581,873

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な商品 

(1) カー用品事業………………オートバックス商品(タイヤ・ホイール・オーディオ他) 

(2) ブライダル事業……………結婚式の請負 

(3) 建設不動産事業……………建設工事・戸建住宅建設販売 

(4) レンタル・ゲーム事業……ビデオレンタル・ゲームソフト販売 

(5) その他の事業………………飲食・コンピュータソフトの製作、販売 

３ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は108,865千円であり、㈱アイエーの管理部門に係

る費用であります。 

 

【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) 

   当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。 

【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) 

   海外売上高はないため、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。 
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「参考資料」

（要約）四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

前年同四半期

(平成20年3月期

第１四半期)

5,681

3,426

2,255

2,054

200

37

36

202

0

―

203

87

115

　税金等調整前四半期純利益

  税 金 費 用

　四半期(当期)純利益

Ⅴ営業外費用

　経 常 利 益

Ⅵ特 別 利 益

Ⅶ特 別 損 失

科　　　目

Ⅲ販売費及び一般管理費

　営 業 利 益

Ⅳ営業外収益

金 額

Ⅰ売　　上　　高

Ⅱ売 上 原 価

　売 上 総 利 益
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６.その他の情報

・販売の状況

(単位：百万円)

カー用品事業

　タイヤ 745

　ホイール 114

　カーオーディオ 1,223

　モータースポーツ関連用品 345

　オイル 299

　小物用品 958

　バッテリー 160

　物販小計 3,847

　サービス 847

　車輛販売 66

　カー用品事業小計 4,761

　内部売上消去等 △0

カー用品事業計 4,761 53.0

ブライダル事業 2,114

　内部売上消去等 　―

ブライダル事業計 2,114 23.6

建設不動産事業 1,126

　内部売上消去等 △76

建設不動産事業計 1,050 11.7

レンタル・ゲーム事業 842

　内部売上消去等 　―

レンタル・ゲーム事業計 842 9.4

その他の事業 215

　内部売上消去等 △6

その他の事業計 209 2.3

合計 8,977 100.0

(注) 

１　金額は、販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

事業の種類別セグメントの名称

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)

金 額 構成比(％)
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