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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,530 ― 69 ― 33 ― △53 ―

20年3月期第2四半期 5,446 △4.6 △182 ― △221 ― △247 ―

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2四半期 △15.48 ―

20年3月期第2四半期 △62.03 ―

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2四半期 7,305 625 8.6 △74.22

20年3月期 7,774 688 8.9 △56.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  625百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 11,469 △5.7 327 100.6 235 179.8 118 168.2 14.23

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」をご覧ください。  

(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」をご覧ください。  

(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20年５月21日に公表しました連結業績予想の修正をしております。詳細につきましては、「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」（平成20年11
月６日付）をご参照ください。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  4,987,371株 20年3月期第2四半期  4,790,086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２四半期連結累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・原材料の価格高騰や株価低迷が企業収益を圧迫、実体経済にも波及し始めており、景気は急速

に停滞感を強めております。

　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を受け、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、カーメンテナンス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。

　また、平成20年４月生活協同組合ひろしまと提携、８月には株式会社ゆめカードと加盟店契約を締結するなど、地

域密着型の提携強化により、新たな顧客層の開拓と集客力強化を図りました。

（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、タイヤ、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２億68百万円増の40億24百万円と大幅に増収となり、

連結売上高は前年同四半期比84百万円増の55億30百万円となりました。

（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カーメ

ンテナンス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２億52百万円増

（前年同四半期は１億82百万円の営業損失）の69百万円となりました。当社グループの経営成績には季節的

変動があり、冬用タイヤやチェーンなどの冬季用品の販売が集中する12月から１月に収益が偏る傾向がある

ことを勘案すると、当社グループの収益力は、経営改善計画の実行により、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２億55百万円増（前年同四半期は２億21百万円の経

常損失）の33百万円となりました。

（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29百万円、固定資産除却損と

して１百万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１億93百万円減（前年

同四半期は２億47百万円の純損失）の53百万円となりました。

事業の部門別業績は次のとおりであります。

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表れてきたこと、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40億24百万円となりました。

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９億57百万円となりました。

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３億円となりました。

その他事業

　平成19年６月に事業を開始した自動車販売のＦシステム、平成19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、平成19年10月に開店した車検・整備事業の光速王刈谷店、平成20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前年同四半期比74百万円増の２億48百万円と

なりました。

　尚、前年同四半期の数値につきましては、参考情報として記載しております。　
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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２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて４億69百万円減少し、73億５百万円となりました。

これは主に、卸売部門を縮小したことにより受取手形及び売掛金並びに商品及び製品が減少したことによる

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４億５百万円減少し66億80百万円となりました。これは

主に、借入金が２億34百万円減少したこと等によるものです。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて63百万円減少し６億25百万円となりました。これは主

に、53百万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２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、１億95百万円となり、前連結会計年度

末と比較して31万円の増加となりました。

　当第２四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２億87百万円となりました。これは主に売上債権が１億70百万円減少し

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52百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産等の取得によ

る支出が62百万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、使用した資金は２億34百万円となりました。これは主に長期借入金の返済が２億32百万

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

　当第２四半期連結累計期間における業績の動向を勘案し、「平成20年３月期決算短信」（平成20年５月21日付）

において発表した平成21年３月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、「業績予想の修

正及び特別損失の計上に関するお知らせ」（平成20年11月６日付）をご参照下さい。　

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２四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２四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。

（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34,361千円、税金等調整前四半期純利益は121,442千円減少しており

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 197,651 197,341

受取手形及び売掛金 450,657 629,978

加盟店貸勘定 71,598 72,241

商品及び製品 2,247,714 2,385,218

貯蔵品 4,504 4,843

その他 234,499 317,844

貸倒引当金 △2,009 △3,070

流動資産合計 3,204,616 3,604,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 884,352 889,988

土地 1,476,304 1,476,304

その他（純額） 103,478 98,162

有形固定資産合計 2,464,135 2,464,455

無形固定資産 18,674 19,169

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,439,657 1,470,795

その他 265,150 296,143

貸倒引当金 △86,308 △79,971

投資その他の資産合計 1,618,498 1,686,968

固定資産合計 4,101,307 4,170,593

資産合計 7,305,924 7,774,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 830,319 939,568

短期借入金 2,602,290 2,660,320

未払法人税等 15,666 25,924

賞与引当金 35,283 28,322

ポイント引当金 16,850 14,159

その他 171,105 228,411

流動負債合計 3,671,514 3,896,705

固定負債   

長期借入金 2,754,646 2,931,596

退職給付引当金 223,071 226,156

負ののれん 3,357 3,453

その他 27,856 28,345

固定負債合計 3,008,931 3,189,551

負債合計 6,680,446 7,086,256
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

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 △1,340,426 △1,286,811

自己株式 △1,185 △1,185

株主資本合計 643,574 697,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,096 △8,455

評価・換算差額等合計 △18,096 △8,455

純資産合計 625,477 688,734

負債純資産合計 7,305,924 7,774,991
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,530,918

売上原価 3,691,763

売上総利益 1,839,154

販売費及び一般管理費 1,769,462

営業利益 69,692

営業外収益  

受取利息 8,555

受取配当金 987

受取手数料 17,181

受取賃貸料 9,696

協賛金収入 2,724

その他 4,822

営業外収益合計 43,968

営業外費用  

支払利息 76,733

その他 3,064

営業外費用合計 79,798

経常利益 33,862

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 1,021

固定資産売却損 55

関係会社株式評価損 29,812

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 151,302

税金等調整前四半期純損失（△） △45,817

法人税、住民税及び事業税 7,797

法人税等合計 7,797

四半期純損失（△） △53,615

株式会社モンテカルロ(7569)平成21年3月期　第2四半期決算短信

－6－－6－



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,830,494

売上原価 1,886,924

売上総利益 943,570

販売費及び一般管理費 900,793

営業利益 42,776

営業外収益  

受取利息 4,592

受取手数料 9,214

受取賃貸料 5,000

協賛金収入 2,443

その他 1,903

営業外収益合計 23,155

営業外費用  

支払利息 37,954

その他 1,874

営業外費用合計 39,829

経常利益 26,103

特別損失  

固定資産除却損 966

固定資産売却損 55

関係会社株式評価損 12,021

特別損失合計 13,043

税金等調整前四半期純利益 13,059

法人税、住民税及び事業税 3,586

法人税等合計 3,586

四半期純利益 9,473
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △45,817

減価償却費 45,828

負ののれん償却額 △95

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,276

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,961

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,691

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,085

受取利息及び受取配当金 △9,543

支払利息 76,733

受取保険金 △71,622

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,077

関係会社株式評価損 29,812

災害損失 33,332

売上債権の増減額（△は増加） 170,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,496

仕入債務の増減額（△は減少） △5,153

その他 △48,513

小計 306,967

利息及び配当金の受取額 3,326

利息の支払額 △76,893

保険金の受取額 71,622

法人税等の支払額 △17,367

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,656

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 △62,598

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 △1,768

敷金及び保証金の回収による収入 11,439

貸付金の回収による収入 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,365

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） △2,000

長期借入金の返済による支出 △232,980

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310

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 195,651
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　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。

（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２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間

(自 平成20年７月１日　至 平成20年９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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間においては、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。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自 

平成20年７月１日　至 平成20年９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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日)当第２四半期連結会計期間(自 平成

20年７月１日　至 平成20年９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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,446,025 100.0

Ⅱ　売上原価  3,782,996 69.5

売上総利益  1,663,028 30.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,845,887 33.9

営業損失  182,859 △3.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 9,098   

２．受取配当金 1,405   

３．受取手数料 12,044   

４．受取賃貸料 7,193   

５．協賛金収入 2,430   

６．その他 12,051 44,224 0.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 77,471   

２．その他 5,709 83,180 1.5

経常損失  221,815 △4.1

Ⅵ　特別利益  － －

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 3   

２．固定資産除却損 321   

３．たな卸商品評価損 10,285   

４．店舗閉店損失 5,714 16,324 0.3

税金等調整前中間純損失  238,140 △4.4

法人税、住民税及び事業税  8,951 0.1

中間純損失  247,091 △4.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純損失 238,140

減価償却費　 46,188

負ののれん償却額　 △95

固定資産除売却損　 325

たな卸商品評価損 10,285

店舗閉店損失　 5,714

貸倒引当金の増減額（減
少：△）　

245

賞与引当金の増減額（減
少：△）　

△2,694

ポイント引当金の増減額
（減少：△）　

△2,476

退職給付引当金の増減額
（減少：△）　

1,757

受取利息及び受取配当金 △10,504

支払利息 77,471

売上債権の増減額（減少：
△）　

8,750

たな卸資産の増減額（減
少：△）　

74,774

仕入債務の増減額（減少：
△）　　

110,521

その他　 △54,559

小計 27,563

利息及び配当金の受取額　 10,016

利息の支払額　 △77,868

法人税等の支払額　 △17,680

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△57,968
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有形固定資産等の取得によ
る支出　

△22,444

有形固定資産等の売却によ
る収入　

9

貸付による支出　 △538

貸付金の回収による収入　 104

敷金・保証金の増加による
支出　

△1,911

敷金・保証金の減少による
収入　

8,356

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△16,423

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の増減額（減
少：△）　

676,000

長期借入金の返済による支
出　

△267,700

自己株式の取得による支出
　

△894

財務活動によるキャッシュ・
フロー

407,405

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 333,013

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

368,748

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

701,762
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