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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 29,043 ― 1,056 ― 1,377 ― 603 ―
20年3月期第3四半期 19,026 △0.6 916 16.7 1,005 21.5 605 22.0

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 66.75 ―
20年3月期第3四半期 66.76 ―

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 28,828 8,396 29.1 930.23
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3四半期  8,396百万円 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 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 37,860 45.8 1,075 △3.7 1,475 23.5 690 5.3 76.24

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  

（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） 

（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.業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。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結果となる
可能性があります。業績予想に関連する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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 無

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  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3四半期  1,100,838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3四半期  9,045,962株 20年3月期第3四半期  9,082,436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3四半期累計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題の世界的な拡大・金融界から実業界への拡

大等から極めて厳しい状況を余儀なくされました。

　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）を併設し、8月には既存1店舗を閉店し（平成21年3月ﾘﾛｹｰｼｮﾝ予定）、新店1店舗（テ

クノキューブ店併設）を出店致しました。タイヤ・バッテリー・サービスは、順調でしたが、ナビゲーションを中心としたカーエレ・ス

ポーツ・用品が不振で、既存店ﾍﾞｰｽの売上は、減収を余儀なくされました。平成20年3月末 に㈱フレンド２１を連結子会社化し

たことから大幅な増収は確保することが出来ましたが、上記、既存店ベースの不振・新店の出店負担等から大幅な減益を余儀

なくされました。

　ブライダル事業につきましては、平成20年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・利益共に、計画を上回る実績でした。10月には横浜に新規出店を致しました。また、平成21年2月の名古屋の

増築オープンの準備に注力致しました。

　建設不動産事業につきましては、サブプライム問題の不動産業界への影響に万全の注意を払い物件の取得には慎重なスタン

スを基本と致しました。上記、ブライダル事業関連の工事売上計上等で大幅な増収を確保することが出来、利益も増益でした。

　レンタル・ゲーム事業につきましては、カー用品事業同様、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・増益でした。

　その他の事業につきましては、コンピュータソフト部門・飲食部門共、順調で増収・増益でした。

　この結果、当第3四半期の売上高は、29,043百万円と前年同期比 52.6％の大幅な増収を確保することが出来ました。経常利益

は、1,377百万円と前年同期比 37.0％の増益となりました。四半期純利益は、カー用品事業で上記、閉店に伴う固定資産除却損

及び、10月１日の持株会社制度移行に伴い、㈱フレンド２１の退職金制度を廃止し、カー用品事業会社の退職金制度を一本化し

たことに伴う退職給付制度改定損を特別損失に計上したこと、並びに、少数株主利益の控除等から、603百万円と0.3％の減益で

した。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期末における総資産は、28,828百万円となり、前連結会計年度末に比べ、3,639百万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・長期前払費用が、上記、新規出店・既存店の増築により増加したこと等によるものです。なお、純資産は、8,396百万円となり

前連結会計年度末に比べ、223百万円の減少となりました。自己資本比率は、29.1％と前連結会計年度末に比べ、2.4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、993百万円の減少（前年同期は496百万円の増加）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、3,757百万円の減少（前年同期は1,178百万円の減少）となりました。これは主として、有形固定

資産取得・長期前払費用・差入保証金・関係会社株式取得等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、4,318百万円の増加（前年同期は719百万円の増加）となりました。これは主として、長短借入金

の純増によるものです。

　以上の結果、当第3四半期の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、431百万円減少し、1,793百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　わが国経済は、サブプライム問題の更なる拡がり、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・収益の向上に注力し、ブライダル事業では、10月に新規出店した横浜の店舗の運営・既存1店舗の増築に

注力し、建設不動産事業では、慎重なスタンスのもとで売買時期を見定め、開発プロジェクト案件・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、レンタル1店舗の新規出店に注力し、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11月7日に発表致しました「平成21年3月期第2四半期決算短信」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）の連結業績予想の変更はありません。
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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３四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、当第２四半期連結会計期間末の実地棚卸

　　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。

　　　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。
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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 1,993,224 2,437,246

売掛金 1,420,182 1,111,411

たな卸資産 8,675,637 7,424,254

繰延税金資産 274,331 274,331

その他 1,178,648 1,039,455

貸倒引当金 △15,100 △6,787

流動資産合計 13,526,924 12,279,911

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,787,718 5,577,129

土地 2,675,692 2,638,091

その他（純額） 1,272,607 271,535

有形固定資産合計 9,736,017 8,486,756

無形固定資産   

のれん 43,768 50,727

その他 20,568 20,875

無形固定資産合計 64,336 71,602

投資その他の資産   

投資有価証券 360,861 351,063

長期貸付金 91,325 100,366

長期前払費用 927,031 161,966

差入保証金 3,394,166 3,035,514

繰延税金資産 410,791 399,442

その他 329,683 321,697

貸倒引当金 △12,667 △19,123

投資その他の資産合計 5,501,191 4,350,926

固定資産合計 15,301,545 12,909,286

資産合計 28,828,469 25,189,197
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,867,610 1,459,453

短期借入金 10,013,843 7,203,176

未払法人税等 185,417 549,084

未払消費税等 63,208 136,009

未成工事受入金 39,305 765,445

賞与引当金 168,583 363,171

ポイント引当金 132,448 89,584

その他 1,535,159 1,718,876

流動負債合計 14,005,575 12,284,801

固定負債   

社債 30,000 40,000

長期借入金 4,651,885 2,890,221

長期預り保証金 1,376,673 1,123,962

退職給付引当金 242,584 175,709

負ののれん 57,444 －

その他 68,078 54,662

固定負債合計 6,426,664 4,284,555

負債合計 20,432,240 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 5,831,501 5,354,397

自己株式 △593,628 △583,821

株主資本合計 8,376,763 7,909,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,465 16,770

評価・換算差額等合計 19,465 16,770

少数株主持分 － 693,604

純資産合計 8,396,229 8,619,841

負債純資産合計 28,828,469 25,189,197
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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 29,043,517

売上原価 18,107,731

売上総利益 10,935,786

販売費及び一般管理費 9,879,507

営業利益 1,056,279

営業外収益  

受取利息及び配当金 19,447

受取手数料 314,366

受取家賃 61,865

その他 142,550

営業外収益合計 538,229

営業外費用  

支払利息 163,946

その他 52,587

営業外費用合計 216,534

経常利益 1,377,974

特別利益  

投資有価証券売却益 3,747

固定資産売却益 1,721

貸倒引当金戻入額 1,753

特別利益合計 7,222

特別損失  

固定資産除却損 46,308

投資有価証券売却損 2,194

退職給付制度改定損 37,656

賃貸借契約解約損 22,700

リース解約損 807

特別損失合計 109,665

税金等調整前四半期純利益 1,275,531

法人税等 590,938

少数株主利益 80,757

四半期純利益 603,834
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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利益 1,275,531

減価償却費 485,604

引当金の増減額（△は減少） △164,184

受取利息及び受取配当金 △19,447

支払利息 163,946

売上債権の増減額（△は増加） △308,771

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,251,382

仕入債務の増減額（△は減少） 408,157

その他 △496,617

小計 92,836

利息及び配当金の受取額 13,293

利息の支払額 △150,308

法人税等の支払額 △949,299

営業活動によるキャッシュ・フロー △993,477

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 △1,782,946

有形固定資産の売却による収入 3,494

投資有価証券の取得による支出 △13,741

投資有価証券の売却による収入 9,982

貸付けによる支出 △4,916

貸付金の回収による収入 8,862

長期前払費用の取得による支出 △787,072

差入保証金の差入による支出 △603,923

差入保証金の回収による収入 117,202

関係会社株式の取得による支出 △703,500

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 △12,743

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,757,108

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） 2,540,830

社債の償還による支出 △110,000

長期借入れによる収入 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,968,500

配当金の支払額 △126,730

少数株主への配当金の支払額 △7,035

その他 △9,807

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,318,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △431,829
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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 2,225,054

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,793,224
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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)
カー用品 ブライダル 建設不動産 レンタル・ その他の 消去又は

事業 事業 事業 ゲーム事業 事業 全社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 15,613,667 6,340,572 3,803,270 2,635,707 650,300 29,043,517 　― 29,043,517
　(2) セグメント間の内部

　　　 売上高又は振替高

計 15,615,151 6,340,639 4,171,851 2,635,707 669,554 29,432,904 △ 389,386 29,043,517

　　営業費用 15,189,150 6,068,897 3,789,171 2,519,204 613,020 28,179,442 △ 192,204 27,987,238

　　営業利益 426,001 271,741 382,680 116,503 56,534 1,253,461 △ 197,182 1,056,279

(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…………… 不動産の売買・賃貸・仲介、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        

　【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)

　　　　　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。

　―1,484 66 368,581 　― 19,254 389,386 △ 389,386

計 連結
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

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)

19,026

11,925

7,100

6,184

916

203

114

1,005

2

5

1,003

397

605

金 額

Ⅰ売　　上　　高

Ⅱ売 上 原 価

　売 上 総 利 益

科　　　目

Ⅲ販売費及び一般管理費

　営 業 利 益

Ⅳ営業外収益

　税金等調整前四半期純利益

  税 金 費 用

　四半期純利益

Ⅴ営業外費用

　経 常 利 益

Ⅵ特 別 利 益

Ⅶ特 別 損 失
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　 ６.その他の情報

　　・販売の状況

(単位：千円)

カー用品事業

　タイヤ 2,608,210

　ホイール 470,821

　カーオーディオ 3,964,769

　モータースポーツ関連用品 1,086,998

　オイル 967,131

　小物用品 3,023,845

　バッテリー 658,894

　物販小計 12,780,672

　サービス 2,668,889

　車輛販売 165,589

　カー用品事業小計 15,615,151

　内部売上消去等 △ 1,484

カー用品事業計 15,613,667 53.8

ブライダル事業 6,340,639

　内部売上消去等 △ 66

ブライダル事業計 6,340,572 21.8

建設不動産事業 4,171,851

　内部売上消去等 △ 368,581

建設不動産事業計 3,803,270 13.1

レンタル・ゲーム事業 2,635,707

　内部売上消去等 　―

レンタル・ゲーム事業計 2,635,707 9.1

その他の事業 669,554

　内部売上消去等 △ 19,254

その他の事業計 650,300 2.2

合計 29,043,517 100.0

(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)

金 額 構成比(％)
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