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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,703 ― 114 ― 156 ― 73 ―
20年3月期第2四半期 4,873 △4.9 181 54.5 217 29.5 116 27.5

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 3,552.78 ―
20年3月期第2四半期 5,671.63 ―

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 5,346 3,789 70.9 183,808.92
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2四半期  3,789百万円 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 ― 1,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 9,780 △3.1 425 △27.5 500 △24.6 272 △28.4 13,194.00

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．その他をご覧下さい。  

(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2四半期  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2四半期  1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2四半期  20,615株 20年3月期第2四半期  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２四半期累計期間のわが国の経済は、原油・資源価格の高止まり、金融危機に伴う円高・株安等を背景に、企

業収益の減少基調とともに個人消費が後退するなど景気は全般的に弱含み、先行きの懸念が一層高まる状況で推移い

たしました。

　カー用品市場におきましては、自動車の販売台数の低迷、カーユーザーの自動車関連用品の買控え等の影響を受け

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、カー用品販売業の原点であるタイヤ販売に注力するとともに、徹底した接客販売

により更なるＣＳ（顧客満足）向上への取り組みを強化しながら、カー用品販売との相乗効果が極めて高い自動車販

売部門及び車検・整備・板金・塗装等のピット・サービス工賃部門等の拡販による増収を図ってまいりました。

　また、顧客管理プロジェクトによる集客力アップを目的とした、オートバックスポイントアップカードの新規会員

獲得のための施策及び各種イベントの企画等、稼動会員数の増加に取り組んでまいりました。

　しかしながら、カー用品市場の消費低迷による価格競争激化により、主にカーナビゲーション等の販売価格の引き

下げの影響を受けたことと、当社オリジナル商品の販売を中心に前期において好調であった卸売部門の売上の低迷等

により、当第２四半期累計期間の業績は、売上高4,703,957千円（前年同期比3.5％減）、営業利益114,696千円（同

36.8％減）、経常利益156,831千円（同28.0％減）、四半期純利益73,243千円（同37.4％減）となりました。

　なお、第１四半期会計期間より適用した「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8,345千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956千円減少し、

税引前四半期純利益は8,345千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２四半期累計期間 前第２四半期累計期間　 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 1,255 26.6 1,326 27.1 2,520 24.9

　タイヤ・ホイール 779 16.5 735 15.1 1,746 17.3

　車内用品・車外用品 643 13.7 655 13.4 1,419 14.0

　カースポーツ 516 11.0 675 13.8 1,369 13.5

　ピット・サービス工賃 699 14.8 697 14.3 1,384 13.7

　オイル・バッテリー 274 5.8 260 5.3 562 5.6

　中古カー用品 94 2.0 93 1.9 188 1.9

　自動車 452 9.6 445 9.1 926 9.1

　合計 4,715 100.0 4,890 100.0 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．上記表の売上高には、ポイント引当金の計上による売上値引額は含まれておりません。

 

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２四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ270,087千円減少し5,346,557千円（前期比4.8%減）となりまし

      た。これは主に、売掛金119,931千円、商品85,251千円、未収入金57,765千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312,291千円減少し1,557,336千円（前期比16.7%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）130,000千円、未払法人税等118,608千円、長期

　　　借入金53,562千円の減少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42,203千円増加し3,789,220千円（前期比1.1%増）となりました。

　　　これは主に、四半期純利益73,243千円の計上に対し、配当金の支払額30,924千円等があったためであります。

 

－ 1 －



    ②　キャッシュ・フローの状況

　　　　当第２四半期末の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97,161千円増加し、

　　　658,071千円（前期比17.3％増）となりました。

　　　　当第２四半期累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、318,105千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益を149,262千円計

　　　上したことと、売上債権の減少119,931千円、たな卸資産の減少101,596千円、未収入金の減少57,765千円及び仕入

　　　債務の増加61,424千円に対して、法人税等の支払額176,400千円があったたであります。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　    投資活動の結果使用した資金は、5,262千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出11,550千円

　　　及び有形固定資産の取得による支出16,962千円に対して、定期預金の払戻による収入20,800千円並びに有形固定資

　　　産の売却による収入2,550千円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、215,681千円となりました。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83,562千円及び配当金の支払額30,924千円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

　今後の見通しにつきましては、景気減速感が更に高まるなか、カー用品市場の消費低迷及び競争激化に伴う販売価

の引き下げ等、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　当第２四半期決算の業績及び今後の業界予想等を踏まえて、平成20年５月14日に公表しました平成21年３月期の通

期業績予想を修正いたしました。

　詳細は平成20年10月31日に別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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　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、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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経

　常利益はそれぞれ956千円減少し、税引前四半期純利益は8,345千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、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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 678,471 580,809

売掛金 424,645 544,576

商品 1,708,267 1,793,519

その他 453,181 525,536

流動資産合計 3,264,566 3,444,442

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,945 433,243

その他（純額） 101,909 113,474

有形固定資産合計 524,854 546,718

無形固定資産 104,846 113,075

投資その他の資産   

差入保証金 1,174,763 1,215,161

その他 277,525 297,247

投資その他の資産合計 1,452,289 1,512,408

固定資産合計 2,081,990 2,172,202

資産合計 5,346,557 5,616,644



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 554,227 492,802

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 107,124 137,124

未払法人税等 65,219 183,827

賞与引当金 112,412 143,056

ポイント引当金 52,895 41,765

その他 145,929 186,280

流動負債合計 1,037,807 1,284,856

固定負債   

長期借入金 348,293 401,855

退職給付引当金 170,346 159,216

役員退職慰労引当金 － 23,700

その他 889 －

固定負債合計 519,528 584,771

負債合計 1,557,336 1,869,627

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 2,794,190 2,751,870

自己株式 △86 －

株主資本合計 3,789,855 3,747,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △634 △605

評価・換算差額等合計 △634 △605

純資産合計 3,789,220 3,747,017

負債純資産合計 5,346,557 5,616,644



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,703,957

売上原価 2,912,357

売上総利益 1,791,599

販売費及び一般管理費 1,676,902

営業利益 114,696

営業外収益  

受取利息 5,566

受取手数料 21,553

その他 22,423

営業外収益合計 49,543

営業外費用  

支払利息 4,725

その他 2,682

営業外費用合計 7,408

経常利益 156,831

特別利益  

固定資産売却益 396

特別利益合計 396

特別損失  

固定資産除却損 576

たな卸資産評価損 7,388

特別損失合計 7,965

税引前四半期純利益 149,262

法人税、住民税及び事業税 59,073

法人税等調整額 16,945

法人税等合計 76,019

四半期純利益 73,243



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 149,262

減価償却費 38,824

のれん償却額 5,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,643

ポイント引当金の増減額（△は減少） 11,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,130

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 △5,650

支払利息 4,725

有形固定資産除売却損益（△は益） 180

差入保証金の家賃相殺額 50,164

売上債権の増減額（△は増加） 119,931

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,596

未収入金の増減額（△は増加） 57,765

仕入債務の増減額（△は減少） 61,424

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,645

その他 △38,678

小計 498,318

利息及び配当金の受取額 767

利息の支払額 △4,580

法人税等の支払額 △176,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,105

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 △11,550

定期預金の払戻による収入 20,800

有形固定資産の取得による支出 △16,962

有形固定資産の売却による収入 2,550

その他 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,262

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 △83,562

割賦債務の支払 △1,108

自己株式の取得による支出 △86

配当金の支払額 △30,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,161

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 658,071



　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。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  4,873,583 100.0

Ⅱ　売上原価  2,968,709 60.9

売上総利益  1,904,873 39.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,723,327 35.4

営業利益  181,546 3.7

Ⅳ　営業外収益  43,949 0.9

Ⅴ　営業外費用  7,741 0.1

経常利益  217,754 4.5

Ⅵ　特別損失  13,846 0.3

税引前中間純利益  203,908 4.2

法人税、住民税及び事業税 91,627   

法人税等調整額 △4,644 86,982 1.8

中間純利益  116,926 2.4

－ 1 －
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