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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,013 ― △164 ― △142 ― △124 ―

20年3月期第3四半期 8,818 △12.2 △324 ― △291 ― △295 ―

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3四半期 △9.88 ―

20年3月期第3四半期 △23.27 ―

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3四半期 3,990 1,843 46.2 145.19
20年3月期 4,000 1,968 49.2 155.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,843百万円 20年3月期  1,968百万円

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  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

通期 10,880 ― △135 ― △57 ― △48 ― △3.77

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、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) 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、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。  

(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）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（２）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3四半期  12,700,000株 20年3月期  12,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  801株 20年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,650,000株 20年3月期第3四半期  12,690,000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３四半期連結会計期間における国内経済は、サブプライムローン問題に起因する世界的経済不況等第２

   四半期連結会計期間同様に不透明感は増幅しております。 

    当社の主力販売商品の顧客であるＳＳ業界（サービスステーション：略称ＳＳ）は、昨年夏季における原油

   価格の高騰によるガソリン等自動車用燃料油の急激な上昇と、平成20年12月以降の下降と原油価格が不安定な

   ことに加えて、経済不況が重なったことで、消費者の買い控えを増幅しており、依然として厳しい市場環境と

   なっております。 

    当社はこのＳＳ業界向けのカーケアー用品の供給を事業としており、そのＳＳ業界への依存率は極めて高く

   ＳＳ業界の動向が直接当社業績に影響する環境下にあります。 

    当社グループは上記市場環境の動向に対応すべく、抜本的な事業構造（新規事業領域への進出、新商品の提

   案販売等）及びコスト構造（当社販売商品の原材料の高騰による仕入価格上昇分の販売価格への合理的な転 

   嫁、在庫管理、販売費及び一般管理費）の改革に取組んでおります。 

    このような状況下にあって、当第３四半期連結累計期間の売上高は、ＳＳ以外の大口顧客（運輸事業等）に

   は増販できたものの、ＳＳ向けメンテナンス関連商品は一段と落ち込み、売上高は前年同期比9.1％減と低水 

   準となりました。一方、コスト構造改革における販売価格への転嫁は、交渉の合意が予定よりも遅れておりま

   すが、在庫管理、販売費及び一般管理費につきましては前年同期比で一応の改善（前年同期比 人件費 156百 

   万円減、その他経費 120百万円減）はしておりますが、売上高の落込みによる減益を賄うには至りませんでし

   た。 

    これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 8,013百万円（前年同期比 9.1％減）、営業損

   失 164百万円（前年同期の営業損失 324百万円）、経常損失 142百万円（前年同期の経常損失 291百万円）、

      特別利益 64百万円（賞与引当金戻入額 16百万円、共済会（社員親睦団体）の解散による会社負担相当額の返

     金 48百万円）、特別損失 16百万円（環境事業譲渡損失 15百万円）ならびに法人税等調整額 30百万円を計上

   し、第３四半期純損失は 124百万円（前年同期の純損失 295百万円）となりました。 

    セグメント別では、主力事業である「カーケアー関連商品販売」事業につきましては、上記要因から売上高

   は 7,681百万円（前年同期比 9.7％減少）、営業損失は 152百万円（前年同期の営業損失 308百万円）とな 

   りました。「その他事業」につきましては自動車ディーラー部門等の売上高が前年同期比 22百万円減少し331

      百万円 、営業損失は 10百万円（前年同期の営業損失 26百万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

       ① 資産、負債、純資産の状況 

      当第３四半期連結会計期間末の総資産額は 3,990百万円（前連結会計年度末比 10百万円減）うち純資産は 

     1,843百万円（前連結会計年度末比 124百万円減）となりました。 

      資産の部における項目増減は、流動資産 39百万円増加、固定資産 22百万円増加、投資等 71百万円減少と 

     なりました。主な要因はつぎの通りです。 

      流動資産は、現金及び預金の減少 290百万円、売上増販（平成20年３月の売上高と平成20年12月売上高比）

     による売掛債権の増加 350百万円、在庫削減による商品の減少 82百万円、商品仕入暫定支払等その他流動資 

     産の増加 61百万円、固定資産は、車輌運搬具の取得による増加 24百万円、除却及び売却による減少 5百万 

     円、仕入照合、車輌販売等のシステム導入の取得による増加 31百万円、減価償却による減少 32百万円、投資

     等はおもに差入保証金等の減少 78百万円です。現金及び預金の減少は、キャッシュ・フローの減少によるも 

     のです。 

      負債については、流動負債 168百万円増加 固定負債の減少 53百万円で、流動負債の増加は仕入債務の増  

          加 209百万円、短期借入金の減少 3百万円、未払経費の増加 13百万円、未払法人税及び消費税の減少 9百万 

     円、賞与引当金の減少 8百万円、その他流動負債の減少 33百万円、固定負債の減少は、長期借入金の約定返 

     済 63百万円、及びその他固定負債の増加 10百万円によるものです。 

      一方、純資産については、第３四半期純損失 125百万円によるものです。 

    ② キャッシュ・フローの状況 

      当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ  

     247百万円減少し 336百万円となりました。当第３四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状 

     況と増減の要因はつぎの通りです。 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      営業活動の結果支出した資金は 194百万円です。これは主要因として税金等調整前第３四半期純損失 94百 

     万円、売上債権の増加 365百万円、仕入債務の増加 226百万円、差入保証金の回収による減少 30百万円によ 

     るものです。 

-2-



    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動から得られた資金は 13百万円です。これは主要因として定期預金の取崩し 41百万円、差入保証金

     の回収 36百万円に対し固定資産の取得 60百万円によるものです。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動の結果支出した資金は 66百万円です。これは長期借入金の約定返済によるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    平成21年３月期第３四半期決算短信において、連結業績予想の修正はございません。なお、当社は平成21年

   １月27日に業績予想の修正を行なっております。詳細につきましては、平成21年１月27日公表の「平成21年３

   月期通期（連結・個別）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）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 

  棚卸商品廃棄損引当金の計上については、新商品投入等による販売不能商品の廃棄損に備えるため、当連  

 結会計年度末における棚卸商品廃棄の見込額に基づき計上しております。 

  

（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 

    ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

      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リース取引に関する会計基準の適用 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理に

     よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会

     計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売

     買取引に係る会計処理によっております。 

      当第３四半期連結会計期間におけるリース取引はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 410,507 701,091

受取手形及び売掛金 1,535,478 1,185,050

商品 519,551 601,579

その他 140,303 79,260

貸倒引当金 △12,481 △12,643

流動資産合計 2,593,359 2,554,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 174,382 186,878

機械装置及び運搬具（純額） 31,201 15,305

土地 581,783 581,783

その他（純額） 27,170 35,114

有形固定資産合計 814,538 819,082

無形固定資産   

無形固定資産合計 57,640 30,626

投資その他の資産   

投資有価証券 49,668 49,472

差入保証金 433,029 511,274

その他 76,861 68,209

貸倒引当金 △34,508 △32,623

投資その他の資産合計 525,051 596,332

固定資産合計 1,397,230 1,446,041

資産合計 3,990,589 4,000,380

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,247,551 1,037,763

短期借入金 85,930 89,160

営業未払金 70,583 57,251

未払法人税等 33,430 43,153

賞与引当金 22,982 31,216

その他 40,163 73,625

流動負債合計 1,500,640 1,332,170

固定負債   

長期借入金 172,900 236,540

退職給付引当金 436,168 434,916

役員退職慰労引当金 1,750 1,750

その他 35,333 26,480

固定負債合計 646,151 699,686
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債合計 2,146,792 2,031,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,870,700 1,870,700

資本剰余金 58,604 399,841

利益剰余金 △83,993 △300,265

自己株式 △206 △206

株主資本合計 1,845,104 1,970,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,308 △1,546

評価・換算差額等合計 △1,308 △1,546

純資産合計 1,843,796 1,968,523

負債純資産合計 3,990,589 4,000,380
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,013,156

売上原価 5,878,216

売上総利益 2,134,940

販売費及び一般管理費  

報酬及び給料手当 1,036,195

賞与引当金繰入額 22,982

その他 1,239,963

販売費及び一般管理費合計 2,299,140

営業損失（△） △164,199

営業外収益  

受取利息 980

仕入割引 18,965

その他 15,315

営業外収益合計 35,260

営業外費用  

支払利息 5,976

手形売却損 7,020

その他 797

営業外費用合計 13,794

経常損失（△） △142,732

特別利益  

賞与引当金戻入額 16,306

その他 48,687

特別利益合計 64,993

特別損失  

固定資産除却損 852

事業譲渡損 15,490

その他 139

特別損失合計 16,483

税金等調整前四半期純損失（△） △94,221

法人税、住民税及び事業税 30,743

法人税等合計 30,743

四半期純損失（△） △124,965

-6-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △94,221

減価償却費 32,711

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,723

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,234

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,252

受取利息及び受取配当金 △1,085

支払利息 5,976

固定資産売却損益（△は益） 2,588

固定資産除却損 852

売上債権の増減額（△は増加） △365,028

たな卸資産の増減額（△は増加） 82,027

その他の流動資産の増減額（△は増加） △67,034

差入保証金の増減額（△は増加） △30,157

仕入債務の増減額（△は減少） 226,827

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,854

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,558

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,903

その他 73,172

小計 △150,237

利息及び配当金の受取額 854

利息の支払額 △6,267

法人税等の支払額 △38,563

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,214

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 41,200

有形固定資産の取得による支出 △28,682

有形固定資産の売却による収入 2,386

無形固定資産の取得による支出 △31,436

投資有価証券の売却による収入 141

貸付けによる支出 △6,458

貸付金の回収による収入 90

差入保証金の差入による支出 △279

差入保証金の回収による収入 36,179

その他 360

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △66,870

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,583
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 583,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 336,007
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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 

       当社グループの主力営業基盤であるＳＳ（サービスステーション 略称ＳＳ）における市場環境は、原油価格 

     の高騰による店頭価格の値上げや、買い控えが続いており、厳しい環境下での経営となっています。 

       このような環境下にあって、売上高は平成15年度以降継続的に減少し営業損失を計上しており、前連結会計年 

     度においても499,266千円の営業損失及び497,491千円の営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。

       当該状況にあって、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。この状況を解消すべく、下記の 

     取組みを行い、具体的な実施に移しております。 

 

      (1) 売上高の拡大 

        (イ) 前連結会計年度に営業活動を全国展開した新規事業と今期に着手する新規事業を軌道に乗せ、成果を 

             実現してまいります。 

         ① 手洗い洗車システム   

           石油元売並びに大手特約店への営業活動及びＰＲ活動を実践した機種以外に、今期においては、顧客 

             ニーズをもとに製作した新機種で営業体制の強化を図り全国展開してまいります。 

        ② 新規事業企画の推進 

         速いスピードで変化するＳＳ業界の中で、セルフ化などの業態変化が当社グループにとってビジネス 

       チャンスとなる新規事業を企画推進する。今期において当連結会計年度に企画、検証している商品を 

       具現化し、セルフＳＳを中心に事業展開してまいります。 

         ③ 大口ユーザーとの連携強化による拡販 

          新規事業部門による大口ユーザーとの連携強化を図り、大幅な売上増加を実現するとともに新ビジネ 

       スの領域を拡大、拡張する。 

      (ロ) ＳＳ向け販売体制の再構築 

          大幅な売上高減少の要因となっており、販売体制の立直しにより売上高減少に歯止めをかけます。 

         ① 大手特約店とのＥＤＩ化の推進による囲い込みと顧客分析によるターゲット顧客の選別、地域ルート 

       戦略の見直しによる効率営業を実現し、顧客のニーズに対応した販売施策、商品施策をスピーディー 

       に展開してまいります。 

         ② 重点販売商品は、全社企画を中心とした商品施策を展開するとともに、新商品開発、販売に関する情 

       報を可視化し全社員が共有する。これにより、競合他社より優位性を持った営業活動を実現する。 

        ③ 営業体制の見直し 

         既存市場のターゲット別顧客分析により、効率営業を実現し人時生産性を高めます。市場規模に合わ 

       せた営業所体制で再編し、効率化の向上、売上高拡大を図ります。ＦＣ（現行の暖簾事業）制度を見 

       直し拡張、拡大戦略を具現化し売上高拡大を図ります。  

  

    (2) コスト削減 

         全社的な経費削減運動を継続してゆき、さらなるコスト削減と資金繰りの改善を図ります。 

      ① 長期間不採算が継続している事業は撤退を進めます。発展性のない新規事業に関しても、縮小、撤退 

       を進めます。但し、中期、長期的に発展性が見込まれる事業に関しては、主力事業の効率化を図り、 

       経営資源投入を具体化し事業の展開を進めてまいります。 

       ② 本社部門の営業力を強化し、主力事業及び新規事業の活性化と推進力を高めてまいります。 

        ③ 各部門ごとに役割を明確にし、在庫削減並びに鮮度管理を本社主導で進めてまいります。 

       ④ 売掛債権の回収短縮化及び回収管理の徹底により、不良債権の発生を防止し資金繰りの改善を図りま 

       す。 

      ⑤ 販売計画に基づく商品仕入と、ロス発生時における販売管理（社内の移動販売）の標準化により、過 

       剰仕入による在庫多寡を防ぎ資金繰りの改善を図ります。 

  

    (3) キャッシュ・フローの改善 

          前連結会計年度から取り組み実施している在庫削減を継続実施いたします。 

           今期においても引き続き在庫削減、仕入ロス削減、さらに売掛債権の回収サイトの短縮、仕入先に対 

            する差入保証金の解除（適正提供額の見直し）などにより資金確保を進めてまいります。 
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          連結財務諸表は継続企業を前提に作成しており、このような重要な疑義の影響を、連結財務諸表には反映 

     しておりません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

     （注）１．事業区分の方法 

          事業区分は、製品の種類及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

        ２．各区分に属する主要な商品 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

 
カーケア関連

商品販売 

（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結  

（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 7,681,221 331,935 8,013,156 － 8,013,156 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,422 188,782 191,205 (△191,205) － 

計 7,683,644 520,718 8,204,362 (△191,205) 8,013,156 

営業利益又は営業損失

（△） 
△163,513 △10,752 △174,265 △10,066 △164,199 

 事業の種類別 
 セグメントの名称 

事業の内容 

カーケア関連商品販売 
自動車補修部品、自動車ケミカル、サービスステーション備品、 

販売促進物ギフト、自動車内小物等の販売 

その他 

自動車ボディメンテナンス関連資材・機材の販売等、看板・チラ 

シ等の販促物の企画・製作 

自動車の販売及び整備 

保険・旅行の代理業務、自動車の賃貸、金券・チケットの販売 

グループ会社の社員教育、金融事業 
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「参考資料」 

前年同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 

前第３四半期連結累計期間 
   （自 平成19年４月１日 
     至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,818,355 

Ⅱ 売上原価 6,567,508 

売上総利益 2,250,847 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,575,410 

営業利益 △324,563 

Ⅳ 営業外収益 49,802 

Ⅴ 営業外費用 16,782 

経常利益 △291,544 

Ⅵ 特別利益 73,778 

Ⅶ 特別損失 47,954 

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

△265,720 

法人税、住民税及び事業税 29,597 

法人税等調整額 134 

四半期（当期）純利益 △295,451 
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（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

     （注）１．事業区分の方法 

          事業区分は、製品の種類及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

        ２．各区分に属する主要な商品 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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〕 

前中間連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
カーケア関連 
商品販売 
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売 上 高 8,510,843 488,069 8,998,913 △180,557 8,818,355 

営業費用 8,819,021 514,674 9,333,696 △190,777 9,142,919 

営業利益 △308,177 △26,605 △334,783 10,219 △324,563 

 事業の種類別 
 セグメントの名称 

事業の内容 

カーケア関連商品販売 
自動車補修部品、自動車ケミカル、サービスステーション備品、 

販売促進物ギフト、自動車内小物等の販売 

その他 

自動車ボディメンテナンス関連資材・機材の販売等、看板・チラ 

シ等の販促物の企画・製作 

自動車の販売及び整備 

保険・旅行の代理業務、自動車の賃貸、金券・チケットの販売 

グループ会社の社員教育、金融事業 
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