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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,238 ― 214 ― 272 ― 138 ―
20年3月期第3四半期 7,610 △1.7 393 25.1 446 15.0 250 14.0

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 6,734.78 ―
20年3月期第3四半期 12,132.90 ―

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 5,520 3,823 69.3 185,482.13
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3四半期  3,823百万円 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 9,373 △7.1 204 △65.2 268 △59.5 136 △64.3 6,597.14

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．その他をご覧ください。  

(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3四半期  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3四半期  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3四半期  20,615株 20年3月期第3四半期  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、「四半期財務諸表等規則」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３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）のわが国の経済は、海外経済の一段の減速や為替

円高を背景に輸出が減少するとともに、企業収益や資金調達環境が悪化するなど厳しい経済状況となりました。

　カー用品市場におきましては、個人消費が後退するなど景気が全般的に弱含みで推移するなか、自動車販売台数の

減少、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、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、カ

　　ー用品販売との相乗効果が極めて高い自動車部門、車検・整備・板金・塗装等のピットサービス部門、カー用品販売

　　業の原点であるタイヤ・オイル・バッテリー部門等の拡販に注力してまいりました。

　　　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、前期において好調であった当社オリジナル商品の販売低迷等により、当第３四半期累計

　　期間の業績は、売上高7,238,865千円（前年同期比4.9％減）、営業利益214,255千円（同45.5％減）、経常利益

　　272,700千円（同38.9％減）、四半期純利益138,841千円（同44.5％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12,741千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5,352千円減少

　　し、税引前四半期純利益は12,741千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３四半期累計期間 前第３四半期累計期間　 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 1,859 25.6 2,017 26.4 2,520 24.9

　タイヤ・ホイール 1,324 18.3 1,277 16.8 1,746 17.3

　車内用品・車外用品 999 13.8 1,022 13.4 1,419 14.0

　カースポーツ 791 10.9 1,055 13.8 1,369 13.5

　ピット・サービス工賃 1,055 14.6 1,055 13.8 1,384 13.7

　オイル・バッテリー 435 6.0 418 5.5 562 5.6

　中古カー用品 145 2.0 143 1.9 188 1.9

　自動車 636 8.8 643 8.4 926 9.1

　合計 7,248 100.0 7,633 100.0 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３四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ95,957千円減少し5,520,687千円（前期比1.7%減）となりま

    した。これは主に、商品が138,424千円増加しましたが、仕入リベートの計上による未収入金151,694千円及び家

　　賃相殺による差入保証金60,956千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172,653千円減少し1,696,973千円（前期比9.2%減）となりました。

    これは主に、買掛金が248,484千円増加しましたが、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151,578千円、賞与引当金69,884千円及び長期借入金80,343千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76,696千円増加し3,823,714千円（前期比2.0%増）となりまし

　　た。これは主に、四半期純利益138,841千円の計上に対し、配当金の支払額61,846千円等があったためでありま

　　す。
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 ②　キャッシュ・フローの状況

　　 当第３四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29,080千円減少し、

　  531,829千円（前期比5.2％減）となりました。

　　 当第３四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、318,512千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益を265,131千円

　　計上したことと、未収入金の減少額151,694千円及び仕入債務の増加額248,484千円に対して、たな卸資産の増加

　　額125,137千円及び法人税等の支払額236,673千円があったためであります。

    （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、73,838千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出66,950千

    円及び有形固定資産の取得による支出30,531千円に対して、定期預金の払戻による収入20,800千円があったため

    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、273,754千円となりました。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110,343千円及び配当金の支払額61,846千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３四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10月31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21年２月６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３四半期累計期間の営業利益及び経

　　　　　常利益はそれぞれ5,352千円減少し、税引前四半期純利益は12,741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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 611,004 580,809

売掛金 579,086 544,576

商品 1,931,943 1,793,519

その他 350,036 525,536

流動資産合計 3,472,071 3,444,442

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 413,173 433,243

その他（純額） 106,474 113,474

有形固定資産合計 519,648 546,718

無形固定資産 100,732 113,075

投資その他の資産   

差入保証金 1,154,565 1,215,161

その他 273,669 297,247

投資その他の資産合計 1,428,234 1,512,408

固定資産合計 2,048,616 2,172,202

資産合計 5,520,687 5,616,644



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 741,287 492,802

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 32,249 183,827

賞与引当金 73,171 143,056

ポイント引当金 51,624 41,765

その他 192,531 186,280

流動負債合計 1,197,987 1,284,856

固定負債   

長期借入金 321,512 401,855

退職給付引当金 176,615 159,216

役員退職慰労引当金 － 23,700

その他 858 －

固定負債合計 498,985 584,771

負債合計 1,696,973 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 2,828,865 2,751,870

自己株式 △86 －

株主資本合計 3,824,530 3,747,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △816 △605

評価・換算差額等合計 △816 △605

純資産合計 3,823,714 3,747,017

負債純資産合計 5,520,687 5,616,644



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 7,238,865

売上原価 4,494,260

売上総利益 2,744,605

販売費及び一般管理費 2,530,349

営業利益 214,255

営業外収益  

受取利息 8,141

受取手数料 31,275

その他 29,438

営業外収益合計 68,855

営業外費用  

支払利息 6,963

その他 3,446

営業外費用合計 10,410

経常利益 272,700

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 265,131

法人税、住民税及び事業税 89,303

法人税等調整額 36,986

法人税等合計 126,290

四半期純利益 138,841



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 265,131

減価償却費 58,963

のれん償却額 8,250

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,884

ポイント引当金の増減額（△は減少） 9,859

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,399

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 △8,252

支払利息 6,963

有形固定資産除売却損益（△は益） 180

差入保証金の増減額（△は増加） 75,246

売上債権の増減額（△は増加） △34,509

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,137

未収入金の増減額（△は増加） 151,694

仕入債務の増減額（△は減少） 248,484

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,285

その他 7,592

小計 560,994

利息及び配当金の受取額 927

利息の支払額 △6,735

法人税等の支払額 △236,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,512

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 △66,950

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 △30,531

有形固定資産の売却による収入 2,550

その他 293

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,838

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 △110,343

割賦債務の支払 △1,478

自己株式の取得による支出 △86

配当金の支払額 △61,846

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,080

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 531,829



　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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  7,610,803 100.0

Ⅱ　売上原価  4,599,601 60.4

売上総利益  3,011,202 39.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,617,911 34.4

営業利益  393,291 5.2

Ⅳ　営業外収益  64,587 0.8

Ⅴ　営業外費用  11,771 0.1

経常利益  446,106 5.9

Ⅵ　特別損失  13,846 0.2

税引前四半期純利益  432,260 5.7

法人税、住民税及び事業税 164,253   

法人税等調整額 17,874 182,128 2.4

四半期純利益  250,131 3.3
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